
資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県の地場産業 1987 1 県関係機関 (財)奈良県広域地場産業振興センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1993/1/12改訂交付金法逐条解説 1993 7 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  1993/11/29地域経営と地方財政 1993 9 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 税務経理協会 1993/11/29医薬品副作用情報　№111-№120 1993 9 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/11/29奈良県文化振興ビジョン 1993 9 産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 行政資料 生活文化 生活文化一般  1993/11/29平成5年3月個人企業営業状況調査報告 1993 10 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1993/11/29専修学校の現状と問題点　改訂版 1988 10 国関係機関 総務省 行政資料 教育 私学教育  1993/12/7公益法人の現状と課題（総務庁の行政監察結果から 1992 8 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  1993/12/7全国環境行政便覧（環境庁・都道府県・12大市・85政令市（特別区））平成5年版 1993 6 国関係機関 環境省 行政資料 保健衛生 環境衛生  1993/12/7日本の自然景観　近畿版Ⅰ 1989 9 国関係機関 環境省 行政資料 環境 自然保護  1993/12/7日本の自然景観　近畿版Ⅱ 1989 9 国関係機関 環境省 行政資料 環境 自然保護  1993/12/7地域情報政策ハンドブック　平成5年版 1993 4 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  1993/12/7日本経済と公共投資 1993 10 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 経済政策 (財)建設経済研究所 1993/12/7運輸白書　平成5年版 1993 12 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1993/12/22世界経済白書　平成5年版 1993 12 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1993/12/22世界国勢図会　1994-95年版 1993 12 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 (財)矢野恒太記念会 1993/12/22（第225回定例県議会提出）平成5年度一般会計特別会計補正予算案その他 1993 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1993/12/22（第225回定例県議会提出）平成5年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 1993 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1993/12/22国立国会図書館関西館（仮称）の立地に関する要望書 1993 12 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 関西文化学術研究都市建設推進協議会 1993/12/22奈良県薬事年報　VOL.42　平成5年11月 1993 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/12/22独身勤労者意識調査報告書 1987 2 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 生活文化 生活文化一般 奈良県中小企業情報センター 1993/12/22今、「ふるさと大和」の限りない発展をめざして 1988 2 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 生活文化 生活文化一般 奈良県中小企業情報センター 1993/12/22奈良県年齢別人口　製本　平成5年～平成10年 1993 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  1993/12/22市区町村別地域メッシュ・コード一覧（平成2年10月1日現在） 1993 7 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 1993/12/22御所市統計書　平成5年版（第5回） 1993 12 奈良県市町村 御所市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1993/12/22安堵町史　本編 1993 3 奈良県市町村 安堵町 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/12/22安堵町史　資料編　上巻 1990 4 奈良県市町村 安堵町 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/12/22安堵町史　資料編　下巻 1991 4 奈良県市町村 安堵町 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/12/22奈良県歳入歳出決算報告書　平成4年度 1993 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1993/12/22町おこし村おこし事業総覧　'93年度版 1993 4 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発 (財)経済調査会 1994/1/6市町村決算状況の概要　平成3年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  1994/1/11



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日衛生統計年報　製本　昭和62年～63年 1987 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1994/1/19衛生統計年報　製本　平成元年～2年 1989 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1994/1/19昭和62年～平成元年工業統計調査結果報告書　製本  総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  1994/1/19市町村税政の概要　製本　昭和59年度～60年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1994/1/19市町村税政の概要　製本　昭和61年度～62年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1994/1/19市町村税政の概要　製本　昭和63年度～平成元年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1994/1/19市町村税政の概要　製本　平成2年度～3年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1994/1/19自治体の国際化政策と地域活性化 1988 12 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 国際交流 伊藤　善市他 1994/1/22自治体の事業別予算 1990 5 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 予算・決算 斎藤　達三 1994/1/22自治体の国際政策（シリーズ自治を創る1） 1988 6 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22市民文化と文化行政（シリーズ自治を創る2） 1988 6 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22市民のすまいと居住政策（シリーズ自治を創る3） 1988 9 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22市民参加と自治体公務（シリーズ自治を創る4） 1988 9 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22自治体の施策と費用（シリーズ自治を創る5） 1988 10 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22都市のデザインと空間演出（シリーズ自治を創る6） 1989 2 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22自治体職員と組織開発（シリーズ自治を創る7） 1989 2 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22地域活性化と地域経営（シリーズ自治を創る8） 1989 2 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22自治体と水・土地・資源（シリーズ自治を創る9） 1989 6 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22自治体の法務と争訟（シリーズ自治を創る10） 1989 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22市民生活と自治体責任（シリーズ自治を創る11） 1989 11 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22自治体の政府間関係（シリーズ自治を創る13） 1989 10 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22自治体の情報政策（シリーズ自治を創る14） 1989 10 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22市民の安全・環境（シリーズ自治を創る15） 1989 12 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/1/22（第222回定例県議会提出）平成5年度一般会計特別会計予算に関する説明書  3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1994/1/22決算の見方・つくり方（地方自治実務シリーズ） 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 予算・決算 学陽書房 1994/1/25第29回部落解放行政推進対県セクション別交渉記録  その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 同和 部落解放同盟奈良県連合会 1994/2/3奈良県立商科大学研究季報　第2巻第2号 1991 10 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3奈良県立商科大学研究季報　第2巻第3号 1991 12 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3奈良県立商科大学研究季報　第2巻第4号 1992 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3奈良県立商科大学研究季報　第3巻第1-3合併号 1992 12 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3奈良県立商科大学研究季報　第3巻第4号 1993 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3奈良県立商科大学研究季報　第4巻第1号 1993 7 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3奈良県立商科大学研究季報　第4巻第2号 1993 10 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/2/3なら・半日交通圏道路網構想 1993 県土マネジメント部 道路建設課 行政資料 建設 道路  1994/2/3高齢化社会にむけて（高齢化対策事業関連事例集） 1991 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1994/2/3現代公益事業の規制と競争（公益事業研究第41巻第1･2合併号） 1990 5 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 経済政策 ㈱電力新報社 1994/2/5自治体の政策形成（シリーズ自治を創る12） 1991 2 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/2/5高齢化社会の基礎知識 1993 11 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 エイジング総合研究センター 1994/3/8農林漁業現地情報（奈良県版） 1994 2 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良統計情報事務所 総務部 1994/3/8統計なら　平成5年版（第25回） 1994 2 奈良県市町村 奈良市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1994/3/8



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日行政文書が変わる 1993 8 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 (社)行政情報システム研究所 1994/3/10解説と資料　地方分権 1994 2 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱自治体研究社 1994/3/10過疎地域活性化ハンドブック 1993 7 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 ㈱ぎょうせい 1994/3/10リサイクル時代のごみ行政 1992 2 その他 その他団体等 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) ㈱自治体研究社 1994/3/10リサイクル新時代 1993 11 その他 その他団体等 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 中央法規出版㈱ 1994/3/10学校保健統計調査報告書　平成４年度 1993 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1994/3/11市町村別鳥獣生息状況調査結果報告書 1983 3 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 環境 自然保護  1994/3/27第41次　奈良農林水産統計年報 1994 3 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 奈良農林統計協会 総務部 1994/3/25大和高田市基本計画（幸せふくらむ文化都市をめざし 1993 6 奈良県市町村 大和高田市 行政資料 総合行政 行政計画  1994/4/9五條の文化財  奈良県市町村 五條市 行政資料 生活文化 文化財  1994/4/9生駒市統計書　平成5年版 1994 3 奈良県市町村 生駒市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1994/4/9天理市総合計画 1990 4 奈良県市町村 天理市 行政資料 総合行政 行政計画  1994/4/9天川村村勢要覧 1992 奈良県市町村 天川村 行政資料 総合行政 行政一般  1994/4/12大淀町総合計画 1993 3 奈良県市町村 大淀町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/4/12川西町総合計画 1993 4 奈良県市町村 川西町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/4/17香芝市総合計画（かしばプラン2001） 1992 奈良県市町村 香芝市 行政資料 総合行政 行政計画  1994/4/17都祁村村勢要覧 1993 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 総合行政 行政一般 都祁村 1994/4/17高取町総合基本計画 1991 4 奈良県市町村 高取町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/4/17生駒市統計書　平成4年版 1993 3 奈良県市町村 生駒市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1994/4/21青少年白書　平成5年度版 1994 2 国関係機関 総務省 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1994/4/21家計簿からみたにっぽん　1993 1993 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 消費生活 家計消費研究会 1994/4/21町おこし村おこし事業総覧　'94年度版 1994 3 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発 (財)経済調査会 1994/4/21奈良市史　通史2 1994 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1994/4/12奈良（Nara Spesial Photo Guide）  奈良県市町村 奈良市 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1994/4/22事業概要　平成5年度  産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  1994/4/22人材確保実態調査及び就職に対する意識調査 1994 2 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 労働 労働一般 奈良県中小企業情報センター 1994/4/22統計情報データベースに関する実態調査（資料室調査情報第１２号） 1994 3 都道府県 東京都 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)特別区協議会調査部資料室 1994/4/22TWAINハンドブック　第1部　統計情報システム利用指針（資料室調査情報第13号） 1994 3 都道府県 東京都 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)特別区協議会調査部資料室 1994/4/22TWAINガイドブック　第3部　統計情報システム事例集 1994 3 都道府県 東京都 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)特別区協議会調査部資料室 1994/4/22統計おもしろ手帳（こんにちわ　統計課です）vol.2 1994 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  1994/4/22大和・木津川地域森林計画の一部変更書（大和・木津川森林計画区） 1994 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1994/4/22北山・十津川地域森林計画の一部変更書（北山・十津川森林計画区） 1994 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1994/4/22吉野地域森林計画書（吉野森林計画区） 1994 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1994/4/22



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日同和問題の解決をめざして（№13　幸せの扉をあけてしてみませんか） 1993 3 文化・教育・くらし創造部 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/4/27実りあるデザイン　'93（平成4年度新商品開発能力育成事業の概要） 1993 5 県関係機関 (財)奈良県広域地場産業振興センター 行政資料 産業経済 産業経済一般  1994/4/27実りあるデザイン　'94（平成5年度新商品開発能力育成事業の概要） 1994 県関係機関 (財)奈良県広域地場産業振興センター 行政資料 産業経済 産業経済一般  1994/4/27「ユネスコ・シルクロード海洋ルート調査」奈良国際シンポジウム’９１ 1993 3 県関係機関 (財)なら・シルクロード博記念国際交流財団 行政資料 生活文化 国際交流  1994/4/27菟田野町統計資料　平成6年 1994 奈良県市町村 菟田野町 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1994/5/6地価公示（奈良県内地価公示価格一覧表）　平成6年 1994 その他 その他団体等 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価 大和不動産鑑定 1994/5/6学校保健統計調査報告書　平成５年度 1994 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1994/5/6新安堵町総合計画（あんど・ホットタウン計画2002） 1993 11 奈良県市町村 安堵町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/6絆の里（曽爾村の旅）  奈良県市町村 曽爾村 行政資料 総合行政 行政一般  1994/5/6曽爾村長期総合計画（ＳＯＮＩ　ｉｎ　曽爾プラン1993～ 1993 9 奈良県市町村 曽爾村 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/6奈良市新総合計画 1991 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/7奈良市新総合計画　概要版 1993 4 奈良県市町村 奈良市 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/7奈良市市勢要覧　1994 1994 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 総合行政 行政一般  1994/5/7第3次平群町総合計画 1991 3 奈良県市町村 平群町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/9上牧町総合計画 1987 3 奈良県市町村 上牧町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/9三郷町長期総合基本計画 1986 6 奈良県市町村 三郷町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/9視聴覚教材総目録　1993  教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 1994/5/11国民経済計算年報　平成6年版 1994 4 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済計算  1994/5/13人権という権利 1993 11 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 同和 林　瑞枝 1994/5/19逞しく未来を構想する県政（厳しさの中の積極型・平成6年度予算） 1994 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  1994/5/19新エネルギー便覧 1994 3 国関係機関 資源エネルギー庁 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  1994/5/19学校週5日制の解説と事例 1992 7 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 学校教育  1994/5/19世論調査年鑑　平成5年版 1994 3 国関係機関 内閣府 行政資料 総合行政 行政一般  1994/5/20奈良県橿原文化会館利用実績（昭和63年度～平成5  文化・教育・くらし創造 橿原文化会館 行政資料 生活文化 生活文化一般  1994/5/20薬害スモン全史　第1巻　被害実態篇 1981 6 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 薬事 スモンの会全国連絡協議会 1994/5/20薬害スモン全史　第2巻　裁判篇 1981 6 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 薬事 スモンの会全国連絡協議会 1994/5/20薬害スモン全史　第3巻　運動篇 1981 6 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 薬事 スモンの会全国連絡協議会 1994/5/20第227回定例県議会提出議案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1994/5/20大和郡山市総合計画　基本構想　後期基本計画（平成3年度～7年度） 1992 3 奈良県市町村 大和郡山市 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/21斑鳩町総合計画基本構想・基本計画 1987 3 奈良県市町村 斑鳩町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/21吉野町新総合計画（長期基本構想・基本計画） 1990 3 奈良県市町村 吉野町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/21吉野町ＨＯＰＥ住宅マニュアル 1994 3 奈良県市町村 吉野町 行政資料 建設 建築・住宅  1994/5/21吉野町ＨＯＰＥ計画 1992 3 奈良県市町村 吉野町 行政資料 建設 都市計画  1994/5/21ひとと木のまちづくり計画 1993 3 奈良県市町村 吉野町 行政資料 建設 都市計画  1994/5/21憧憬古代史の吉野 1992 3 奈良県市町村 吉野町 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1994/5/21吉野の自然観察 1987 5 その他 その他団体等 行政資料 環境 自然保護 (財)日本自然保護協会 1994/5/21



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日王寺町総合計画　基本計画 1993 8 奈良県市町村 王寺町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/24王寺町総合計画　基本構想 1993 8 奈良県市町村 王寺町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/24下市町総合計画（基本構想、基本計画） 1993 3 奈良県市町村 下市町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/24河合町基本構想 1985 6 奈良県市町村 河合町 行政資料 総合行政 行政計画  1994/5/25村政報告書　平成4年度 1993 10 奈良県市町村 十津川村 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1994/5/25統計おおさか　'92 1992 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1994/5/28奈良県勢要覧　1994 1994 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  1994/5/28情報公開・地方オンブスマンの研究 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 ㈱法律文化社 1994/6/2奈良に関する文化地域学的研究 1993 国関係機関 文部科学省所管地方支分部局 行政資料 生活文化 生活文化一般 奈良女子大学 1994/6/2国民生活基礎調査　第3巻　都道府県編　世帯　平成 1994 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 生活環境 生活指標  総務部 1994/6/4自動車税　自動車取得税のしおり　平成6年度版 1994 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  1994/6/4運輸白書のあらまし　平成4年版 1993 2 国関係機関 財務省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1994/6/4警察白書のあらまし　平成4年版 1992 10 国関係機関 財務省 行政資料 防災・防犯 治安  1994/6/4通信白書のあらまし　平成4年版 1992 7 国関係機関 財務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  1994/6/4独占禁止白書のあらまし　平成4年版 1993 3 国関係機関 財務省 行政資料 産業経済 経済政策  1994/6/4防衛白書のあらまし　平成4年版 1992 10 国関係機関 財務省 行政資料 総合行政 行政一般  1994/6/4通商白書のあらまし　平成4年版 1992 8 国関係機関 財務省 行政資料 産業経済 産業経済一般  1994/6/4公害紛争処理白書のあらまし　平成4年版 1992 9 国関係機関 財務省 行政資料 環境 環境保全一般  1994/6/4経済白書のあらまし　平成4年版 1992 10 国関係機関 財務省 行政資料 産業経済 産業経済一般  1994/6/4実のりある職業生活の実現 1993 12 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 (財)労務行政研究所 1994/6/4学校経営計画　平成6年度 1994 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 県立高等養護学 1994/6/4学校経営計画　平成6年度 1994 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 学校教育 県立田原本農業高等学校 1994/6/4あいち県勢要覧　平成4年版 1992 都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1994/6/8奈良県の国民年金　平成6年度版 1994 4 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 社会福祉 社会保険 奈良社会保険事務局 1994/6/12林業試験場概要　平成6年度 1994 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1994/6/12統計から見た山添村　'93 1993 奈良県市町村 山添村 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1994/6/15統計局研究彙報　第51号 1993 4 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1994/6/16ボランティア等社会参加活動推進のための基本方針 1994 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  1994/6/16都市と農村の共生をかんがえる（平成5年度埼玉県行政課題研究チーム報告書） 1994 3 都道府県 埼玉県 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1994/6/17学校経営計画　平成5年度 1993 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 県立北和女子高 1994/6/18中央新幹線をリニアモーターカーで 1993 6 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 リニヤ中央エクスプレス建設期成同盟会 1994/6/21観光白書　平成6年版 1994 6 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1994/6/22開かれた入札参加手続きへのアプローチ 1994 3 国関係機関 総務省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  1994/6/22平成6年3月　第226回定例奈良県議会会議録　製本 1994 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1994/6/22統計局研究彙報　第50号 1992 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1994/6/22



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日同和対策事務必携　平成6年度 1994 4 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/6/23統計に用いる標準地域コード（平成6年4月1日現在） 1994 4 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 1994/6/23奈良県結核対策特別推進事業予防可能例調査報告書　平成5年度 1993 3 福祉医療部 健康安全局健康増進課 行政資料 保健衛生 健康  1994/6/23利用の手引 1994 4 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 県立青少年野外活動センター 1994/6/23奈良県歳入歳出決算報告書　昭和63年度 1989 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1994/6/24奈良県教育　第83集　第850号 1994 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1994/6/28農業改良普及指導計画　平成6年度 1994 4 食と農の振興部 北部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1994/6/29農業及び生活改良普及指導計画　平成6年度 1994 食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1994/6/29農業及び生活改良普及指導計画書　平成6年度 1994 食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1994/6/29農業及び生活改良普及指導計画書　平成６年度 1994 食と農の振興部 南部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1994/6/29マンガで見る環境白書 1994 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  1994/6/29かしこい消費生活へのしおり　平成6年版 1994 3 国関係機関 経済産業省 行政資料 生活文化 消費生活  1994/6/29利用しやすい保育所を目指して 1994 4 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  1994/6/29ハンドブック消費者　'94 1994 5 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1994/6/29国民の意識とニーズ（平成5年度国民生活選好度調 1994 3 国関係機関 内閣府 統計資料 生活環境 生活指標  1994/6/29安全で安心できる生活社会を目指して 1994 2 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 生活文化一般  1994/7/13近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会専門部会研究報告書　平成3年度 1992 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会 1994/7/14合併処理浄化槽補助事業にかかる事務処理要項  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 保健衛生 環境衛生  1994/7/14都道府県別将来推計人口（平成2年～22年間毎5年平成4年10月推計） 1992 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1994/7/14同和問題関係史年表  文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/7/14最新和英労働用語辞典 1992 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 総記 辞書・辞典 ㈱日刊労働通信 1994/7/15新版　雇用保険の理論 1991 7 その他 その他団体等 行政資料 労働 雇用保険 (社)財形福祉協会 1994/7/15人材育成担当者実務手引き 1991 2 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 能力開発 中央職業能力開発協会 1994/7/15地方公務員災害補償基金関係通達集 1992 12 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生 地方公務員災害補償基金 1994/7/15健康福祉関連サービス産業統計調査　平成2年 1992 7 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計)  1994/7/15地域リーダー養成塾ガイドブック 1992 2 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生 (財)地域活性化センター 1994/7/15労働委員会制度の沿革と課題 1989 1 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 近代労働経済研究会 1994/7/15老人保健施設開設ハンドブック 1993 5 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 日本法令 1994/7/19県民総スポーツ運動の推進　平成6年度 1994 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1994/7/19がんとライフスタイル 1992 3 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 健康 (財)日本公衆衛生協会 1994/7/19地域外食産業の構造決定要因及び外食産業と観光資源との相互関連に関する調査研究報告書（平成4 1993 5 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション (社)日本フードサービス協会 1994/7/19テーマ別観光情報ファイル（町のシンボルゾーン'93） 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション (社)日本観光協会 1994/7/19



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日観光地における交通情報のあり方等に関する調査研究報告書 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション (社)日本観光協会 1994/7/19観光施設の空間と経営指標Ⅰ 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション (社)日本観光協会 1994/7/19外国人がひとり歩きできる国際観光地整備に向けて（その2） 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション (社)日本観光協会 1994/7/19旅館業における福利厚生の実態と高齢化社会に向けた共同化に関する基礎調査 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション (社)日本観光協会 1994/7/19地域雇用対策入門 1991 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 (財)労務行政研究所 1994/7/19奈良公園  県土マネジメント部 奈良公園管理事務所 行政資料 環境 自然保護  1994/7/19あいちの交通　1994 1994 3 都道府県 愛知県 行政資料 交通・運輸・通信 交通  1994/7/19巨樹・巨木林調査報告書　近畿版－第4回自然環境保全基礎調査－ 1991 3 国関係機関 環境省 行政資料 環境 自然保護  1994/7/19四訂　老人保健施設関係法令通知集 1994 6 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 中央法規出版㈱ 1994/7/19奈良県100年（記念事業報告書） 1989 3 総務部 総合政策課 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1994/7/19日帰り観光レクリエーション統計（第3回・日帰りレジャー回数調査） 1988 12 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 (社)日本観光協会 1994/7/19女性教育の施策の現状 1993 2 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県社会教育センター 1994/7/19医療情報システムの業務概要（患者数年報収録）平成元年度 1990 6 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  1994/7/19地方自治関係実務問答集　第3集（月刊地方自治平成6年3月号別冊付録） 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱ぎょうせい 1994/7/20行政改革関係資料集（月刊地方自治昭和63年3月号別冊付録） 1988 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱ぎょうせい 1994/7/20地域づくり事業調査事業の特色別一覧 1989 6 国関係機関 総務省 行政資料 建設 地域開発 (財)地域活性化センター 1994/7/20関西における都市アメニティ度評価とその向上に関する調査報告書 1992 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 (財)関西産業活性化センター 1994/7/20ふるさと食品業者要覧 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 食品衛生 (財)ふるさと情報センター 1994/7/20道路交通経済要覧　平成5年度版 1993 12 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 ㈱ぎょうせい 1994/7/20「私の提言」明るく活力ある長寿社会づくり 1994 1 県関係機関 (財)奈良県長寿社会推進センター 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1994/7/20奈良（新しい発見と感動のために） 1992 1 産業・観光・雇用振興部 観光交流局文化観光課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 奈良地方修学旅行受入対策委員 1994/7/20改正雇用保険法 1990 6 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 雇用保険 (財)雇用問題研究会 1994/7/20テクノコンプレックス神奈川 1991 3 都道府県 神奈川県 行政資料 産業経済 産業経済一般 ㈱ぎょうせい 1994/7/21ハンドブック消費者　'92 1992 5 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1994/7/21ハンドブック消費者　'93 1993 4 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1994/7/21生活と貯蓄関連と統計　平成5年度版 1993 4 その他 その他団体等 統計資料 生活環境 生活環境一般 貯蓄広報中央委員会 1994/7/21



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日貯蓄ガイド　1993年版 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 金融 貯蓄広報中央会 1994/7/21貯蓄ガイド　1994年版 1994 4 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 金融 貯蓄広報中央会 1994/7/21環境の概要　平成5年度版 1994 3 奈良県市町村 橿原市 行政資料 環境 環境保全一般  1994/7/21OIL　NEW　'93 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 (財)日本エネルギー研究所石油情報センター 1994/7/24地域連携による関西の経済・社会環境周知促進のための方策調査報告書 1992 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 (財)関西産業活性化センター 1994/7/24新しい近畿の創生計画（すばるプラン）要約版 1987 3 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  1993/1/12もっと知ってほしい食品添加物のあれこれ 1991 2 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 食品衛生 日本食品添加物協会 1994/7/24雇用保険の適用と給付 1989 11 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 雇用保険 近代経済研究会 1994/7/24職業安定行政史 1988 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 職業安定 (社)雇用問題研究会 1994/7/24経済・労働統計年報　平成5年度 1993 12 都道府県 東京都 統計資料 経済 経済一般  1994/7/24大和川地域森林計画書 1989 3 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1994/7/24「ＮＡＰ21」（奈良県農業振興計画）の策定に関する調査研究報告書 1990 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般 ㈱地域計画研究所 1994/7/24中小企業施策総覧（本編） 1993 6 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般  1994/7/26これからどうなる 1992 5 その他 その他団体等 行政資料 労働 職業安定 (社)雇用問題研究会 1994/7/26改正勤労者財産形成促進制度のあらまし 1992 5 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 勤労者福祉 ㈱労働新聞社 1994/7/26豊かな勤労者生活に向けて 1988 1 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 勤労者福祉 近代経済研究会 1994/7/26安全で美しい水系の創造 1992 9 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 河川 (社)日本河川協会 1994/7/26奈良県観光キャンペーン事業実績報告書 1986 11 産業・観光・雇用振興部 観光交流局文化観光課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1994/7/26なら・シルクロード博奈良県産業館記念誌 1988 12 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 なら・シルクロード博奈良県産業館出展実行委員会 1994/7/26奈良県産業廃棄物実態調査報告書 1989 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1994/7/26自然への招待 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 自然保護 (財)国立公園協会 1994/7/27観光宣伝ガイドブックⅡ（事例編） 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション (社)日本観光協会 1994/8/2日帰り観光レクリエーション統計（第5回・日帰りレジャー回数調査） 1992 12 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 (社)日本観光協会 1994/7/19農業改良資金関係法令通達集 1993 4 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1994/8/2平成5年10月1日現在推計人口（人口推計資料№66） 1994 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1994/8/3大阪国税局統計書　平成4年度 1994 3 国関係機関 国税庁 統計資料 行財政 財務(統計) 大阪国税局 総務部 1994/8/3土木行政の概要　平成6年度 1994 7 県土マネジメント部 監理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  1994/8/3ビデオもくろく　1993年版 1994 3 都道府県 東京都 行政資料 総記 資料目録  総務部 1994/8/3登校しにくい児童生徒の理解と援助に向けて 1993 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1994/8/3生産農業所得統計　平成4年 1994 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  1994/8/4貯蓄動向調査報告　平成5年 1994 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 1994/8/4



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日気象庁年報（全国気象表）平成4年 1993 12 国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象  総務部 1994/8/4事業概要　平成6年度 1994 6 国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 河川 大和川工事事務 1994/8/4事業概要　平成6年度 1994 6 国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 道路 奈良国道工事事務所 1994/8/4あすの奈良をつくるみちづくり  国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 道路 奈良国道工事事務所 1994/8/4猿谷ダム管理事務所事業概要　平成6年度 1994 4 国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 河川 猿谷ダム管理所 1994/8/4大和川  国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 河川 大和川工事事務 1994/8/4ごみ減量化・再資源化基本構想策定調査報告書（概要版） 1993 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1994/8/5明日香村（古都の現況とその保全・整備） 1991 6 国関係機関 内閣府 行政資料 総合行政 行政一般  1994/8/5奈良市における歴史的風土の保存に関する住民意識調査報告書 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 (財)古都保存財団 1994/8/7なら・まなびのステーション（奈良県生涯学習施設ガイドブック） 1994 7 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1994/8/9農林漁業現地情報－市民農園の現状と地域の特色を生かした取組事例－ 1994 7 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  1994/8/9同和問題の解決をめざして（№8　仕事をみつめて）指導者用手引  文化・教育・くらし創造部 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/8/10家庭用品の品質表示のしおり（品質表示Ｑ＆Ａ） 1993 3 国関係機関 経済産業省 行政資料 生活文化 消費生活  1994/8/10物価を見る目  国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1994/8/10知っとく、なっとく（内外価格差）  国関係機関 経済産業省 行政資料 生活文化 消費生活  1994/8/10奈良県推計人口年報　平成5年～平成10年 1994 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  1993/1/12トレイ（受け皿）の回収とリサイクルに関するアンケート調査集計結果 1993 12 文化・教育・くらし創造部 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活 奈良県消費生活学校連絡協議会 1994/8/11キックオフ 1994 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/8/13奈良県立商科大学研究季報　第4巻第4号 1994 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1994/8/13業務報告　平成5年度 1994 7 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1994/8/13公害紛争処理白書　平成6年版 1994 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 環境 環境保全一般 公害等調整委員 1994/8/13経済白書　平成6年版 1994 8 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1994/8/13通信白書　平成6年版 1994 6 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  1994/8/13行政手続法の解説 1994 5 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/8/24地方自治の現代用語　全訂新版 1994 4 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1994/8/24学校基本数一覧表　平成6年度 1994 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1994/8/24学校基本調査結果速報　平成6年度 1994 8 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化  1994/8/24家計簿からみたファミリーライフ 1994 7 国関係機関 総務省 行政資料 生活文化 消費生活  総務部 1994/8/24子ども白書　1994年版 1994 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 ㈱草土文化 1994/8/25長寿社会対策の動向と展望（平成6年7月長寿社会対策フォロー・アップ報告） 1994 7 国関係機関 総務省 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1994/8/25青少年とボランティア活動 1994 7 国関係機関 総務省 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1994/8/25ボランティア活動紹介写真集（いい顔いっぱい） 1994 6 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  1994/8/31献血事業の現況　平成5年10月 1993 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1994/8/31公共用水域の水及び地下水を守るために 1994 8 国関係機関 総務省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  1994/9/7



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日都道府県・政令指定都市別全国プロジェクト要覧1994年度版 1994 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政計画 ㈱月刊同友社 1994/9/7事業概要　平成6年度  産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  1994/9/9山形県鉱工業生産指数（平成2年基準改定版） 1993 3 都道府県 山形県 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 1994/9/9学校保健統計調査結果概要　平成5年度 1994 2 都道府県 東京都 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1994/9/9学校保健統計調査結果報告書　平成5年度 1994 2 都道府県 千葉県 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1994/9/9発育と健康（平成5年度学校保健統計調査結果報告 1994 2 都道府県 兵庫県 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1994/9/9奈良県教育　第83集　第851号 1994 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1994/9/16（第226回定例県議会提出）平成6年度一般会計特別会計予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1994/9/21職種・資格辞典　第5版 1994 4 その他 その他団体等 行政資料 教育 私学教育 専門学校進学指導研究会 1994/9/21平成6年6月　第227回定例奈良県議会会議録　製本 1994 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1994/9/21毎月勤労統計調査年報　平成5年 1994 9 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 1994/9/21公用文用字用語の要点 1990 11 国関係機関 法務省 行政資料 総記 辞書・辞典 新日本法規㈱ 1994/9/21わかりやすい労働統計 1994 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) (財)労務行政研究所 1994/9/27過疎対策の現況（平成5年度版） 1994 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発  1994/10/7公営企業の経理の手引 1994 7 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 公営企業 (財)地方財務協会 1994/10/7情報公開・個人情報保護（ジュリスト増刊） 1994 5 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 有斐閣 1994/10/7奈良市史　社寺編 1985 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1994/10/7国会便覧（平成6年8月新版） 1994 8 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 (有)日本政経新聞社 1994/10/14行啓誌 1994 8 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  1994/10/22きなりの郷のものがたり（下北山村総合計画1994） 1994 8 奈良県市町村 下北山村 行政資料 総合行政 行政計画  1994/10/22職員の給与等に関する報告及び勧告（平成6年10月） 1994 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1994/10/22第Ⅲ期まほろば未来塾ファイナル・レポート 1994 4 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  1994/10/22奈良市史　工芸編 1978 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1994/10/22新・過疎地域活性化ハンドブック 1994 9 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発 ㈱ぎょうせい 1994/10/25都道府県別経済統計　平成6年版 1994 9 国関係機関 その他の政府関係機 統計資料 経済 経済一般 日本銀行 1994/10/25地域医療基礎統計　1994年版 1994 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 1994/10/25同和問題の現況　平成6年版 1994 8 国関係機関 総務省 行政資料 社会福祉 同和 中央法規出版㈱ 1994/10/25学校教員統計調査報告書　平成4年度 1994 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1994/11/2行政の管理と総合調整（平成6年版総務庁年次報告 1994 10 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  1994/11/8河川水辺の国勢調査年鑑　河川空間利用実態調査編（平成4年度） 1994 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 河川 ㈱山海堂 1994/11/8国際識字年の推進にあたって（奈良県国際識字年推進計画） 1994 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 教育一般  1994/11/9奈良県の産業・雇用生活関連情報　平成3年度 1991 7 国関係機関 その他の政府関係機関 行政資料 労働 労働一般 雇用促進事業団奈良雇用促進セン 総務部 1994/11/16平成6年3月個人企業営業状況調査報告 1994 10 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1994/11/16公共料金の情報公開 1994 10 国関係機関 内閣府 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  1994/11/16利用しやすい保育所をめざして（増補版） 1994 9 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  1994/11/16内外価格差を考える 1994 9 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1994/11/16



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日地方分権を担う人々（地方自治経営シリーズ1） 1994 8 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 新日本法規㈱ 1994/11/16我が国の政府開発援助　ＯＤＡ白書　上巻 1994 9 国関係機関 外務省 行政資料 生活文化 国際交流  1994/11/16我が国の政府開発援助　ＯＤＡ白書　下巻（国別援 1994 9 国関係機関 外務省 行政資料 生活文化 国際交流  1994/11/16同和対策の概要　平成6年版 1994 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/11/25職業安定行政組織　職業能力開発行政組織及び施設一覧　平成6年度  国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 職業安定  1994/12/2新規青年就農者等緊急調査報告書　平成5年 1994 11 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 1994/12/9平成6年9月　第228回定例奈良県議会会議録　製本 1994 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1994/12/9奈良県下水処理総合基本構想 1994 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道  1994/12/9奈良県薬事年報　VOL.43　平成6年10月 1994 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1994/12/9身体障害者福祉関係法令通知集　平成5年度版 1994 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 障害者福祉 第一法規出版㈱ 1994/12/14日本語常識実用事典（現代用語の基礎知識1995の別冊付録） 1995 1 その他 その他団体等 行政資料 総記 辞書・辞典 （株）自由国民社 1994/12/14情報公開条例の研究 1994 8 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 花伝社 1994/12/14ストップザ・悪徳商法  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  1994/12/15貯蓄と消費に関する世論調査　平成6年 1994 10 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 金融 貯蓄広報中央委員会 1994/12/15暮らしと技術のインターフェース 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 (財)日本規格協会 1994/12/15同和対策の概要　平成4年9月 1992 9 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1994/12/15ふるさとづくり　'93 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 (財)あしたの日本を創る協会 1994/12/15中学校読み物資料とその利用（道徳教育推進資料指導資料（指導の手引き）4） 1994 3 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 学校教育  1994/12/15最近の物価動向について 1992 5 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 物価  1994/12/15生活環境保全林100選（治山事業80周年記念出版） 1992 3 国関係機関 林野庁 行政資料 環境 自然保護 (社)全国林業改良普及協会 1994/12/15物価レポート　'94 1994 11 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 物価  1994/12/15奈良県小学校体育教材事例集 1993 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  1994/12/15五條・吉野地域開発整備に関する提言 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 (社)奥地開発道路協会 1994/12/17奈良県女性行動計画　修正版 1993 3 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1994/12/17自然環境を再生する緑の設計 1993 11 その他 その他団体等 行政資料 環境 自然保護 (社)農業土木事業協会 1994/12/17奈良県スポーツ医・科学報告書（第4集）平成5年度 1994 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1994/12/2021世紀に向けた近畿の農業・農村の方向について 1993 10 国関係機関 近畿農政局 行政資料 農林水産 農林水産一般  1994/12/20近畿農政フォーラム（近畿における農業・農村の将来方向と対応課題） 1993 9 国関係機関 近畿農政局 行政資料 農林水産 農林水産一般  1994/12/20薬草のしおり 1988 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1994/12/20農業委員会職員・農地主事合同研修会資料　平成5 1993 6 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農業会議 1994/12/20全国在宅介護サービス経営セミナー報告書 1992 3 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 (社福)全国社会福祉協議会 1994/12/20研究紀要　平成4年度 1993 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 奈良県スポーツ主事会 1994/12/20統計局研究彙報　第44号 1985 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1994/12/25統計局研究彙報　第45号 1986 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1994/12/25



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日統計局研究彙報　第46号 1988 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1994/12/25緑化と国際化の中の紙パルプ産業 1994 10 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般 (財)通商産業調査会 1994/12/25世界経済白書　平成6年版 1994 12 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1994/12/25平成2年国勢調査に関する地域メッシュ統計地図（デジタルメッシュ・マップ（東日本編）世帯総数・人口総数 1994 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 1994/12/25平成2年国勢調査に関する地域メッシュ統計地図（デジタルメッシュ・マップ（西日本編）世帯総数・人口総数 1994 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 1994/12/25業務概要　平成6年度 1994 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  1993/9/14奈良（京阪奈明日の「田園都市」みちづくり）  国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 道路 奈良国道工事事務所 1994/12/25都道府県統計機構等の現況（総括編） 1994 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1994/12/25土地利用動向調査　平成4年度 1992 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1994/12/25土地利用動向調査　平成5年度 1993 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1994/12/25複層林マニュアル 1994 4 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 林業 (社)全国林業改良普及協会 1995/1/12海なし7県、5年のあゆみ 1990 3 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 林業 森林の公益的機能拡充推進協議 1995/1/12今後の我が国の廃棄物処理・リサイクルシステムの 1994 10 国関係機関 経済産業省 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1995/1/12運輸白書　平成6年版 1994 12 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1995/1/12実践・予算編成　改訂版 1993 11 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 予算・決算 ㈱ぎょうせい 1995/1/12やすらぎとロマンの水辺景観整備計画 1993 3 県土マネジメント部 河川課 行政資料 建設 河川  1995/1/12親子で読む森と木のくらしのなんでも相談室 1992 6 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 林業 ㈱日本林業調査 1995/1/12これからの地域づくりの考え方（研修№１報告書） 1993 9 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 (財)電源地域振興センター 1995/1/12電源市町村トップセミナー（研修№2） 1994 1 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 (財)電源地域振興センター 1995/1/12農林業の活性化方策を探る（研修№4報告書） 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農林水産一般 (財)電源地域振興センター 1995/1/12今後の漁業と観光・レクリエーションとの共生を考える（研修№5報告書） 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション (財)電源地域振興センター 1995/1/12これからの地場産業振興のあり方（研修№7報告書） 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 商・鉱工業 (財)電源地域振興センター 1995/1/12これからの企業誘致の考え方（研修№8報告書） 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 (財)電源地域振興センター 1995/1/12地域商業の今後の展開を考える　その1（研修№9報告書） 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 商・鉱工業 (財)電源地域振興センター 1995/1/12地域商業の今後の展開を考える　その2（研修№10報告書） 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 商・鉱工業 (財)電源地域振興センター 1995/1/12魅力的なまちづくりの進め方（研修№12報告書） 1993 11 その他 その他団体等 行政資料 建設 都市計画 (財)電源地域振興センター 1995/1/12海外の地場産業を活かしたまちづくり－ドイツ・イタリア・フランス－（研修№16） 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 都市計画 (財)電源地域振興センター 1995/1/12海外の魅力的なまちづくり－アメリカ・カナダ－（研修№17） 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 都市計画 (財)電源地域振興センター 1995/1/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日公民館活動の活発化に関する調査研究 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 教育 社会教育 (社)全国公民館連合会 1995/1/16市町村別水陸稲収穫量　平成元年産 1990 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 畜産・農産園芸・流通  1995/1/16市町村別水陸稲収穫量　平成2年産 1991 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 畜産・農産園芸・流通  1995/1/16市町村別水陸稲収穫量　平成3年産 1992 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 畜産・農産園芸・流通  1995/1/16青少年教育関係資料Ⅰ（主要法令・通知・通達・施策・答申・建議・条例等） 1994 1 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県社会教育センター 1995/1/16犯罪白書のポイント　平成6年版 1994 12 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 治安  1995/1/21関西国際空港海港までの17年（あの日、あの時・・・記者がみた、関係者が語った） 1994 9 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 ㈱月刊同友社 1995/1/21くらしの豆知識　'95年版 1994 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 1995/1/21シルバーサービスの現状と課題 1994 11 国関係機関 総務省 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1995/1/21学校における環境教育 1994 12 その他 その他団体等 行政資料 環境 環境保全一般 (財)日本自然保護協会 1995/1/21運輸と地域振興　平成4年度版 1992 6 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸 (財)運輸経済研究センター 1995/1/21運輸と地域振興　平成5年度版 1993 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸 (財)運輸経済研究センター 1995/1/21奈良県歳入歳出決算報告書　平成5年度 1994 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1995/1/24奈良県都市計画地方審議会100回のあゆみ 1994 12 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  1995/1/24第6回商業実態基本調査報告書　総括編（平成4年10月1日現在調べ） 1994 12 国関係機関 中小企業庁 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調  1995/1/24第6回商業実態基本調査報告書　産業編（平成4年10月1日現在調べ） 1994 12 国関係機関 中小企業庁 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調  総務部 1995/1/24橿原の教育　平成5年版  奈良県市町村 橿原市 行政資料 教育 教育一般  1995/1/24家計簿からみたにっぽん　1994 1994 10 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 消費生活 家計消費研究会 総務部 1995/1/24規制緩和で伸びる住宅・医療・情報通信　ニュージビネス白書1995年版 1994 12 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 経済政策 東洋経済新報社 1995/1/29環境にいいこと始めよう（市民の環境保全ハンドブッ 1994 12 国関係機関 環境省 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 中央法規出版㈱ 1995/1/29パスポートの次に大事な便利帳 1994 7 国関係機関 外務省 行政資料 生活文化 国際交流  1995/1/29大阪圏における深夜輸送サービス充実のための調査研究報告書 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 (財)関西交通経済センター 1995/1/29砕石統計年報　平成2年 1991 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/2/2紙・パルプ統計年報　平成2年 1991 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/2/2本邦鉱業の趨勢　平成2年 1991 10 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 1995/2/2鉄鋼統計年報　平成2年 1991 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 1995/2/2エネルギー生産・需給統計年報（石油・石炭・コークス）平成2年 1991 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1995/2/2機械統計年報　平成2年 1991 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/2/2石油等消費動態統計年報（製造業）平成2年 1991 10 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1995/2/2化学工業統計年報　平成2年 1991 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/2/2雑貨統計年報　平成2年 1991 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/2/2繊維統計年報　平成2年 1991 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/2/2資源統計年報　平成2年 1991 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 1995/2/2これからのまちづくり・みちづくりのヒント 1994 11 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 道路  1995/2/9「いじめ」Ｑ＆Ａ 1994 12 国関係機関 法務省 行政資料 教育 青少年・婦人 ㈱ぎょうせい 1995/2/91995年農業センサス読本 1994 11 その他 その他団体等 統計資料 農業 農林業センサス (財)農林統計協会 1995/2/9



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日青少年白書　平成6年度版 1995 1 国関係機関 総務省 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1995/2/9かつらぎ50（地域保健の推移） 1994 10 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1995/3/1統計なら　平成6年版（第26回） 1995 2 奈良県市町村 奈良市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1995/3/1美と技（奈良県の観光と物産） 1995 1 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 奈良県商工会連合会 1995/3/1商工会地域における商業経営者の実態及び意識調査データ集（商工会地域活性化対策推進事業）平成5 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 商・鉱工業 奈良県商工会連合会 1995/3/1商工会地域における商業経営者の実態及び意識調査報告書（商工会地域活性化対策推進事業）平成5年 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 商・鉱工業 奈良県商工会連合会 1995/3/1省エネルギー便覧　平成6年度版 1995 2 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 省エネルギー (財)省エネルギーセンター 1995/3/2平成6年12月 第229回定例奈良県議会会議録　製本 1995 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/3/22問答式六訂版くらしの行政相談 1995 1 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 新日本法規出版 1995/3/24第７次改訂自然公園実務必携 1995 2 国関係機関 環境省 行政資料 環境 自然保護 第一法規出版㈱ 1995/3/23地方交付税　仕組と機能 1995 1 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 税務 大蔵省印刷局 1995/3/24図でみる運輸白書　平成7年版 1995 1 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1995/3/24同和行政四半世紀の歩み 1994 12 国関係機関 総務省 行政資料 社会福祉 同和 中央法規出版㈱ 1995/3/24奈良県立商科大学研究季報　第5巻第1号 1994 7 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1995/3/29奈良県立商科大学研究季報　第5巻第2号 1994 10 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1995/3/29奈良県立商科大学研究季報　第5巻第3号 1994 12 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1995/3/29奈良県立商科大学研究季報　第5巻第4号 1995 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1995/3/291993･1994･1995年度近畿地区ならびに関西系企業設備投資動向調査 1994 9 国関係機関 その他の政府関係機関 統計資料 商工業 商工業一般 日本開発銀行大阪支店 1995/4/9研究紀要　平成5年度 1994 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 奈良県スポーツ主事会 1995/4/9奈良県推計人口年報　平成6年10月1日現在 1995 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  1995/4/11国民経済計算年報　平成7年版 1995 4 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済計算  1995/4/11地元企業の業種別経営指標　平成6年調査 1994 12 その他 その他団体等 統計資料 商工業 商工業一般 (財)南都経済センター 総務部 1995/4/11奈良県の社会教育（資料編）平成6年度 1994 12 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1995/4/15我が国商業の構造と企業経営の現状（第6回商業実態基本調査） 1995 3 国関係機関 中小企業庁 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 1995/4/15第6回商業実態基本調査報告書　都道府県編(平成4年10月1日現在調べ） 1995 3 国関係機関 中小企業庁 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調  総務部 1995/4/15雑貨統計年報　平成3年 1992 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/4/18砕石統計年報　平成3年 1992 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/4/18エネルギー生産・需給統計年報（石油・石炭・コークス）平成3年 1992 8 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1995/4/18資源統計年報　平成3年 1992 8 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 1995/4/18化学工業統計年報　平成3年 1992 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/4/18鉄鋼統計年報　平成3年 1992 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 1995/4/18石油等消費動態統計年報（製造業）平成3年 1992 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1995/4/18機械統計年報　平成3年 1992 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/4/18学校保健統計調査報告書　平成６年度 1995 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1995/4/18御所市統計書　平成6年版（第6回） 1995 3 奈良県市町村 御所市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1995/4/18



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日行政改革・地方分権関係資料集（月刊「地方自治」平成7年3月号別冊付録） 1995 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱ぎょうせい 1995/4/21高齢化社会とシルバーサービス（奈良県におけるシルバーサービスのあり方） 1993 11 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1995/4/21高齢者にやさしい住まいづくり 1993 12 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1995/4/21奈良県ふぐ図鑑 1989 4 文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 食品衛生  1995/4/25親切・美化県民運動実践モデル地区ハンドブック 1990 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 親切・美化奈良県民運動推進協議 1995/4/25平成3年　事業所統計調査に関する地域メッシュ統計地図（デジタルメッシュ・マップ　東日本編） 1995 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 1995/4/26平成3年　事業所統計調査に関する地域メッシュ統計地図（デジタルメッシュ・マップ　西日本編） 1995 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 1995/4/26統計局研究彙報　第52号 1994 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1995/4/26統計局研究彙報　第53号 1995 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1995/4/26吉野町名所案内 1989 3 奈良県市町村 吉野町 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1995/4/26諸外国地方税制度視察報告書 1994 12 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 税務 (財)地方財務協会 1995/4/26軽スポーツガイドブック 1989 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1995/4/27奈良県教育　第78集　第837号 1989 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/4/27奈良県教育　第78集　第839号 1990 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/4/27奈良県教育　第80集　第843号 1991 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/4/27奈良県教育　第79集　第840号 1990 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/4/27奈良県教育　第79集　第841号 1991 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/4/27奈良県教育　第79集　第842号 1991 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/4/27寝たきり予防の日常生活（寝たきりゼロをめざして）  福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1995/4/27覚せい剤・シンナー乱用の恐ろしさ 1989 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1995/4/27奈良県公報　製本　平成元年1月から3月 1989 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成元年4月から6月 1989 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成元年7月から9月 1989 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成元年10月から12月 1989 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成2年1月から3月 1990 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成2年4月から6月 1990 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成2年7月から9月 1990 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成2年10月から12月 1990 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成3年1月から3月 1991 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成3年4月から6月 1991 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成3年7月から9月 1991 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成3年10月から12月 1991 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成4年1月から3月 1992 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成4年4月から6月 1992 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成4年7月から9月 1992 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成4年10月から12月 1992 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成5年1月から3月 1993 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成5年4月から6月 1993 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成5年7月から9月 1993 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30奈良県公報　製本　平成5年10月から12月 1993 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県公報　製本　平成6年1月から3月 1994 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1995/4/30統計レポート　製本　昭和62年度 1987 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 1995/4/30統計レポート　製本　平成5年度 1993 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 1995/4/30農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針 1994 2 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1995/5/9日帰り観光レクリエーション統計（第6回・日帰りレジャー回数調査） 1995 1 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 (社)日本観光協会 1995/5/9かしこい消費生活へのしおり　平成7年版 1995 3 国関係機関 経済産業省 行政資料 生活文化 消費生活  1995/5/10国民生活基礎調査　平成5年 1995 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 生活環境 生活指標 (財)厚生統計協会 1995/5/10「医薬分業に関するアンケート」住民意識調査結果報 1995 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1995/5/17奈良県の商業－卸売・小売業－（平成6年奈良県商業統計調査結果報告書）　平成6年 1995 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 商業統計調査  1995/5/17紀伊山地カモシカ保護地域特別調査報告書　平成4･5年度 1994 3 都道府県 三重県 行政資料 環境 自然保護  1995/5/17下水道事業の概要　平成5年度  県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道  1995/5/17小売物価統計調査10年報 1995 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 1995/5/18林家経済調査報告　平成5年度 1995 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 林業 林業一般  総務部 1995/5/19通産統計ハンドブック　平成7年版 1995 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  1995/5/20生活者気分白書'95 1995 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 ㈱ビジネス社 1995/5/20まちとうるおいⅡ 1995 4 国関係機関 総務省 行政資料 建設 地域開発  1995/5/20国民生活選好度調査　平成6年度 1995 3 国関係機関 内閣府 統計資料 生活環境 生活指標  1995/5/20消費者問題ブックレット№6　くらしの疑問Ｑ＆Ａ 1995 3 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 1995/5/20ハンドブック消費者　'95 1995 5 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1995/5/20原子力安全白書　平成6年版 1995 3 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 原子力安全委員 1995/5/20言葉に関する問答集　総集編 1995 3 国関係機関 文化庁 行政資料 総記 辞書・辞典  1995/5/20奈良県勢要覧　1995 1995 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  1995/5/20中小企業の動向に関する年次報告　第132回国会（常会）提出　平成6年度  国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般  総務部 1995/5/20平成7年度政府予算編成に関する要望書（建設省都 1994 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  環境衛生年報　平成5年度  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  1995/5/28平成7年2月　第230回定例奈良県議会会議録　製本 1995 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/5/28統計レポート　製本　昭和63年度 1988 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 1995/6/6統計レポート　製本　平成元年度 1989 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 1995/6/6統計レポート　製本　平成2年度 1990 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 1995/6/6統計レポート　製本　平成3年度 1991 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 1995/6/6統計レポート　製本　平成4年度 1992 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 1995/6/6地方公共団体における地域情報化施策の概要　平成6年版 1995 3 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 第一法規出版㈱ 1995/6/6地域経済レポート　平成7年 1995 5 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/6/6通商白書（総論）平成7年版 1995 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/6/6



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日四訂公文書の書式と文例 1995 4 国関係機関 文部科学省 行政資料 総記 辞書・辞典 ㈱ぎょうせい 1995/6/6新たな高齢者介護システムの構築を目指して（高齢者介護・自律支援システム研究会報告書） 1995 4 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 ㈱ぎょうせい 1995/6/6日本の労働政策　平成7年版 1995 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1995/6/6奈良県気象月報　平成5年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 1995/6/6県民総スポーツ運動の推進　平成7年度 1995 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1995/6/6アントニ・ガウディ展（世界建築博覧会第2回プレイベントトリエンナーレ奈良'95） 1995 5 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/6/8現代建築家展Ⅱ（世界建築博覧会第2回プレイベントトリエンナーレ奈良'95） 1995 5 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/6/8国際農林水産統計　1994 1994 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般  総務部 1995/6/15未来に安心と輝きを求めて（平成7年度「春蕾予算」） 1995 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  1995/6/15Ｑ＆Ａ地方行政手続きハンドブック 1995 5 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱ぎょうせい 1995/6/16要覧　1995（平成6年度図書館年報） 1995 4 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 奈良図書館 1995/6/16奈良県新総合計画（世界に光る奈良県づくり） 1995 3 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1995/6/20生産農業所得統計　平成5年 1995 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 1995/6/20徳島県議会図書室・行政資料室の概要 1994 9 都道府県 徳島県 行政資料 総記 資料目録  1995/6/20奈良まちを歩く 1995 4 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション (財)世界建築博覧会協会 1995/7/4生涯学習番組ガイド　平成7年度  教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1995/7/4婦人相談の概要（平成6年度婦人相談状況） 1995 4 文化・教育・くらし創造部 中央こども家庭相談センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1995/7/4同和地区実態把握等調査（生活実態及び意識調査）報告書　平成5年度 1995 3 文化・教育・くらし創造部 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1995/7/4土木行政の概要　平成7年度 1995 5 県土マネジメント部 監理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  1995/7/4同和地区実態把握等調査（生活実態）統計表　平成5 1995 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1995/7/4同和地区実態把握等調査（意識調査）統計表　平成5 1995 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1995/7/4桜井市統計書　平成6年版（第9回） 1995 3 奈良県市町村 桜井市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1995/7/4世界に光る奈良へ（奈良県政グラフ）  3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  1995/7/4奈良県新総合計画（概要版） 1995 4 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1995/7/4関西国際空港開港に伴う影響調査 1995 3 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 交通・運輸・通信 交通 奈良県中小企業情報センター 1995/7/4クレジットカードの利用実態調査報告書 1995 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1995/7/4貯蓄動向調査報告　平成6年 1994 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 1995/7/5奈良県伝統産業技術保存記録（奈良墨）平成6年度 1995 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/7/6福利厚生実態調査　平成6年度 1995 3 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 労働 勤労者福祉 奈良県中小企業情報センター 1995/7/6県内企業業種別動向調査報告書（平成7年3月） 1995 3 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業 奈良県中小企業情報センター 1995/7/6通商白書（各論）平成7年版 1995 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/7/13観光白書　平成7年版 1995 6 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1995/7/13民力　1995年版 1995 6 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 朝日新聞社 1995/7/13通信白書　平成7年版 1995 6 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  1995/7/13



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県教育総合計画 1995 3 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1995/7/13奈良県教育総合計画　概要版 1995 3 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1995/7/13奈良県伝統産業技術保存記録（奈良人形一刀彫）平成5年度 1995 3 産業・観光・雇用振興部 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/7/13奈良県伝統的工芸品  産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/7/13同和対策事務必携　平成7年度 1995 4 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1995/7/13人口動態職業・産業別統計（人口動態特殊統計報告）平成2年度 1994 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査  1995/7/14自動車事故死亡統計（人口動態特殊報告） 1992 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  1995/7/14河川水辺の国勢調査年鑑　河川空間利用実態調査編（平成2･3年度） 1993 5 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 河川 ㈱山海堂 1995/7/14河川水辺の国勢調査年鑑　底生動物調査、植物調査、鳥類調査、両所為類・爬虫類、哺乳類調査、陸上昆虫類等調査編（平成3年度） 1994 3 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 河川 ㈱山海堂 1995/7/14河川水辺の国勢調査年鑑　魚介類調査編（平成2･3 1993 5 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 河川 ㈱山海堂 1995/7/14歴史街道構想を活かした奈良県づくり  総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1995/7/14奈良県生涯学習に関する意識調査報告書 1994 3 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1995/7/14市町村決算状況の概要　平成4年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  1995/7/14奈良県人名年鑑　1994年度版 1993 12 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 奈良文化 1995/7/14後継者就農の多い地域の農業経営構造と今後の後継者の動向（茶生産地帯及び柿生産地帯を中心とし 1995 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農業会議 1995/7/18地域公衆衛生の概況　平成6年10月 1994 10 奈良県市町村 奈良市 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 奈良県奈良保健 1995/7/18奈良県機能訓練事業マニュアル 1995 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1995/7/18奈良県の仕事と税金（社会科資料）'94 1994 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  1995/7/19資料　労働運動史　平成3年 1995 7 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1995/7/20地区別・職種別・規模別・年齢別給与の実態　平成7 1995 2 その他 その他団体等 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 労務行政研究所 1995/7/20近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会専門部会等調査報告書　平成6年度 1995 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 近畿ブロック産業廃棄物処理対策推進協議会 1995/7/20建設廃棄物の処理及び再生資材の利用に関する調査報告書 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) (財)廃棄物研究財団 1995/7/20産業廃棄物情報管理システム開発調査報告書（平成5年度産業廃棄物適正処理推進事業） 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) (財)日本産業廃棄物処理振興セン 1995/7/20廃掃法の改正に伴う疑義解釈集（平成6年3月） 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 近畿ブロック産業廃棄物処理推進委員会 1995/7/21農地の遊休地・未利用地に関する調査結果資料 1994 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 耕地 奈良県構造政策推進会議 1995/7/21学校週5日制調査研究協力校実践事例 1995 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/7/21奈良県地場産業情報化推進モデル事業調査研究報 1990 3 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1995/7/21月ケ瀬村史 1990 11 奈良県市町村 奈良市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史 月ヶ瀬村 1995/7/25鉄道統計年報　平成4年度 1994 5 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 鉄道・自動車保有台数 (財)政府資料調査会 1995/7/25「遊」のある奈良県１００選・佳作・推薦作品一覧 1994 8 産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 行政資料 生活文化 生活文化一般  1995/7/27地方における国際交通基盤整備のあり方に関する調査報告書 1991 3 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 交通  1995/7/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日林業普及指導事業実施計画書　平成6年度  水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1995/7/27奈良県林業グループ事例集 1994 3 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1995/7/27地価公示　平成7年 1995 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1995/7/27農業近代化資金等関係法規集  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1995/7/27天川村史 1981 11 奈良県市町村 天川村 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1995/7/27農山村における農業就業構造の変貌と農林業経営の関係（御杖村の場合） 1992 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農業会議 1995/7/27農業経営調査分析結果報告書 1992 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農業会議 1995/7/27農業経営調査分析結果報告書 1995 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農業会議 1995/7/27奈良県の方言（奈良県文化財全集第17集） 1991 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1995/7/27複式簿記の記帳の仕方 1994 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農業経済  1995/7/27奈良市商業メッシュ概要報告書 1993 奈良県市町村 奈良市 統計資料 商工業 商業統計調査  1995/7/27事業概要　平成5年度版 1994 10 文化・教育・くらし創造 食品衛生検査所 行政資料 保健衛生 食品衛生  1995/7/28業務報告　平成6年度 1995 7 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1995/7/28奈良県林業試験場研究報告　第24号 1994 12 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1995/7/28奈良県林業試験場　林業資料　№10 1995 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1995/7/28奈良県林試　木材加工資料　№24 1995 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1995/7/28ネットワーキングとしての異業種交流に関する基礎的・応用的研究 1992 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 産業経済一般 吉井藤重郎 1995/7/28中小企業地域情報センター固有データベースの構築に関する研究報告書 1990 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 産業経済一般 (財)全国中小企業情報化促進セン 1995/7/28奈良県勢の概要　平成5年度 1993 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1995/7/28奈良県勢の概要　平成6年度 1994 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1995/7/28大和のたくみ山に生きる（山村生活文化を継承する技術保持者）  水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1995/7/28ならの山村（快適で、美しく、豊な山村を目ざして） 1995 2 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1995/7/28京滋奈文化圏構想（京滋奈エコポリスへの提言ＰＡＲＴⅡ） 1987 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 (社)京都経済同友会等 1995/7/28「大阪の時代」をつくる 1986 10 都道府県 大阪府 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱ぎょうせい 1995/7/27聖徳太子の時代（変革と国際化の中で）特別展図録第42冊 1993 10 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所附属博物 1995/7/29倭人の世界（楽浪海中の弥生文化）橿原考古学研究所附属博物館特別展図録　第43冊 1994 4 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所附属博物 1995/7/29薬草のしおり 1995 2 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 薬事 北和東同和対策営農等協議会 1995/7/29異常気象時における道路通行規制基準及び道路交通情報の連絡について 1994 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  1995/7/28環境白書　平成6年版 1994 9 都道府県 広島県 行政資料 環境 環境保全一般  1995/8/2環境白書　平成6年版 1994 9 都道府県 群馬県 行政資料 環境 環境保全一般  1995/8/2



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日環境白書　平成6年版 1994 9 都道府県 栃木県 行政資料 環境 環境保全一般  1995/8/2環境白書　平成6年版 1995 1 都道府県 鹿児島県 行政資料 環境 環境保全一般  1995/8/2環境白書　平成6年版 1994 9 都道府県 和歌山県 行政資料 環境 環境保全一般  1995/8/2奈良県議会史　第2巻 1995 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/8/3繊維統計年報　平成3年 1992 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/8/3本邦鉱業の趨勢　平成3年 1992 10 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 1995/8/3紙・パルプ統計年報　平成3年 1992 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/8/3平成6年10月1日現在推計人口（人口推計資料№67） 1995 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1995/8/6事業年報（政府管掌健康保険・船員保険・厚生年金保険・国民年金・組合管掌健康保険・国民健康保険・老人保健）平成3年度版 1993 1 国関係機関 社会保険庁 行政資料 社会福祉 社会保険  総務部 1995/8/8産経新聞が伝えた阪神大震災3ヵ月 1995 5 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 ㈱ブレーンセン 1995/8/8新国民生活指標　平成7年版 1995 6 国関係機関 内閣府 統計資料 生活環境 生活指標  1995/8/10長寿社会対策の動向と展望（平成7年6月長寿社会対策フォロー・アップ報告） 1995 6 国関係機関 総務省 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1995/8/10公害紛争処理白書　平成7年版 1995 7 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 環境 環境保全一般 公害等調整委員 1995/8/10日本の水資源　平成7年版 1995 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  1995/8/10特別陳列きらめく江戸のデザイン染と織の意匠美  県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/8/10「沖縄の工芸美術」展 1995 7 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/8/10学校基本調査結果報告書　平成6年度 1994 10 都道府県 岡山県 統計資料 教育 教育・文化  総務部差別のない雇用をめざして（企業内同和問題研修推進員研修資料）平成2年版 1990 4 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 奈良労働局 1995/8/10学校基本数一覧表　平成7年度 1995 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1995/8/12特別展幻の色を求めて吉岡常雄回顧展 1989 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/8/16奈良県教育百二十年史 1995 3 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1995/8/20奈良県教育百二十年史　資料編 1995 3 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1995/8/20大雨時の通行止のご案内（地図） 1995 7 国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 道路  土木部 1995/8/26マンガで見る環境白書Ⅱ 1995 8 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  1995/8/26廃棄物対策の現状と問題点 1995 7 国関係機関 総務省 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1995/8/26経済白書　平成7年版 1995 8 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/8/26規制緩和推進の現況（平成7年7月） 1995 8 国関係機関 総務省 行政資料 産業経済 経済政策  1995/8/26子ども白書　1995年版 1995 7 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 ㈱草土文化 1995/8/26クリーニングトラブルに関する実態調査報告書 1994 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1995/9/6リバーウォッチングイン奈良 1995 7 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1995/9/6奈良県の公園緑地  県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  1995/9/6親と子で見る・安藤広重の『東海道五十三次』と『名所江戸百景』展 1995 8 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/9/9百年のあゆみ 1995 8 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 日本赤十字社奈良県支部 1995/9/9第Ⅳ期まほろば未来塾成果報告書 1995 4 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  1995/9/14小学校自転車に関する安全指導の手引　三訂版 1994 2 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 学校教育 (財)日本交通安全教育普及協会 1995/9/22中学校自転車に関する安全指導の手引　三訂版 1994 9 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 学校教育 (財)日本交通安全教育普及協会 1995/9/22



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日高等学校自転車に関する安全指導の手引　三訂版 1995 3 その他 その他団体等 行政資料 教育 学校教育 (財)日本交通安全教育普及協会 1995/9/22保健室における相談活動の手引 1995 3 その他 その他団体等 行政資料 教育 学校教育 (財)日本学校保健会 1995/9/22児童生徒の健康診断マニュアル 1995 3 その他 その他団体等 行政資料 教育 学校教育 (財)日本学校保健会 1995/9/22統計で見る上毛かるた（群馬県人口200万人記念） 1994 3 都道府県 群馬県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1995/9/28学校基本調査報告　平成6年度 1994 12 都道府県 東京都 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1995/9/28学校保健統計調査結果報告書　平成6年度 1995 1 都道府県 千葉県 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1995/9/28学校基本調査の概要　平成6年度 1994 10 都道府県 和歌山県 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1995/9/28世界国勢図会　1995/96年版 1995 9 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 (財)矢野恒太記念会 1995/9/28何から始める？リサイクル実践講座 1995 8 国関係機関 経済産業省 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1995/9/28容器包装リサイクル法のポイント 1995 8 国関係機関 厚生労働省 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1995/9/28防災基本計画（平成7年7月） 1995 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 防災・防犯 消防・防災  1995/9/28救急業務及び救急医療業務の現状と課題 1995 8 国関係機関 総務省 行政資料 保健衛生 医療  1995/9/28学校基本調査学校保健統計調査結果報告書　平成6 1995 3 都道府県 宮城県 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1995/9/29学校基本調査結果報告　平成6年度 1994 10 都道府県 神奈川県 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1995/9/29教育統計調査結果報告　平成6年度 1995 2 都道府県 山梨県 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1995/9/29平成7年5月　第231回臨時奈良県議会会議録　製本 1995 5 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/10/2大阪湾フェニックス利用促進調査報告書（事業所編） 1995 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1995/10/13大阪湾フェニックス利用促進調査報告書（市町村編） 1995 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1995/10/13提言（産業廃棄物対策の方向と公共関与のあり方） 1995 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 奈良県産業廃棄物対策検討委員 1995/10/13職員の給与等に関する報告及び勧告　平成7年～平成11年 1995 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1995/10/14平成7年6月　第232回定例奈良県議会会議録　製本 1995 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/10/17地震防災の心得 1995 9 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  1995/10/17阪神・淡路大震災の法律相談100問100答 1995 8 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 民事法研究会 1995/10/17ジェトロ白書　貿易編　世界と日本の貿易　1995 1995 9 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 1995/10/17実務必携児童育成計画 1995 8 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  1995/10/18運輸と地域振興　平成7年度版 1995 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1995/10/18同和対策の解決をめざして（企業における取り組み） 1995 3 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 同和 奈良県同和対策就職促進協議会 1995/10/20平成5年土地基本調査世帯調査報告　第1巻　全国編 1995 10 国関係機関 総務省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1995/10/24平成5年土地基本調査世帯調査報告　第2巻　都道府県編（北海道・東北） 1995 10 国関係機関 総務省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1995/10/24平成5年土地基本調査世帯調査報告　第2巻　都道府県編（関東） 1995 10 国関係機関 総務省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1995/10/24平成5年土地基本調査世帯調査報告　第2巻　都道府県編（中国・四国） 1995 10 国関係機関 総務省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1995/10/24ねえきいて！ほんとのきもち 1995 8 その他 その他団体等 行政資料 教育 青少年・婦人 ㈱自治体研究社 1995/10/28行政の管理と総合調整（平成7年版総務庁年次報告 1995 10 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  1995/10/28老人保健施設開設ハンドブック 1995 9 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 日本法令 1995/10/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県議会提要（平成7年3月発行） 1995 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/10/28奈良県議会歴代議員名簿 1995 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1995/10/28保健婦ブロック別研修会資料集　平成6年度 1994 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1995/10/28奈良県ＨＩＶ院内感染予防対策マニュアル 1995 2 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 医療  1995/10/28奈良県の生涯学習　平成7年度　計画編 1995 8 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1995/10/28奈良県生涯学習振興指針　平成7年度 1995 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1995/10/28同和対策の概要　平成7年版 1995 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1995/10/28教育予算の概要　平成7年度  教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1995/10/28地方教育費調査（平成5会計年度）地方教育行政調査（平成6年5月1日現在） 1995 3 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1995/10/28中学校進路指導資料　～未来をひらく職業教育 1995 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1995/10/28奈良県の社会教育（計画編）平成6年度 1994 8 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1995/10/28地域公衆衛生の概況　平成7年10月 1995 10 奈良県市町村 奈良市 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 奈良県奈良保健 1995/11/11林業普及指導事業実施計画書　平成7年度  水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1995/11/11奈良県林業統計　平成5年度 1995 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  1995/11/11平成5年土地基本調査世帯調査報告　第2巻　都道府県編（中部） 1995 10 国関係機関 総務省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1995/11/11平成5年土地基本調査世帯調査報告　第2巻　都道府県編（近畿） 1995 10 国関係機関 総務省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1995/11/11平成5年土地基本調査世帯調査報告　第2巻　都道府県編（九州・沖縄） 1995 10 国関係機関 総務省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1995/10/24平成5年土地基本調査世帯調査報告　第3巻　政令指定都市・県庁所在地編 1995 10 国関係機関 総務省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1995/11/11吉野山桜活性化調査報告書 1995 3 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 林業 治山課 1995/11/11吉野山桜活性化調査報告書　別冊　付表図 1995 3 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 林業 治山課 1995/11/11奈良県の現状と特性　平成6年10月 1994 10 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政一般  1995/11/11奈良県小例規集 1995 9 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令  1995/11/11奈良県漁業調整規則  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 水産  1995/11/11土地利用動向調査　平成6年度 1994 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1995/11/11倉橋溜池六十年史 1995 3 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  1995/11/11農業農村整備事業ガイドブック（平成7年10月） 1995 10 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  1995/11/11事業概要　平成7年度  産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  1995/11/11平成7年3月個人企業営業状況調査報告 1995 10 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1995/11/15過疎対策の現況（平成6年度版） 1995 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発  1995/11/16女性の地位指標 1995 10 国関係機関 厚生労働省 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1995/11/16国語に関する世論調査 1995 9 国関係機関 文化庁 統計資料 教育 教育・文化  1995/11/16家計簿からみたニッポン　1995 1995 10 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 消費生活 家計消費研究会 1995/11/16くらしの豆知識　'96年版 1995 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 1995/11/16関西活性化白書　平成7年版 1995 5 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 (財)関西産業活性化センター 1995/11/16食中毒予防のための衛生管理  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 食品衛生  1995/11/22新生活実践運動30周年記念誌 1995 4 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 消費生活 新生活実践運動奈良県同和地区実行委員会 1995/11/22差別のない社会をめざして  文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1995/11/22



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日同和保育の手びき　第16集　同和保育指導資料集 1995 3 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 教育 社会教育  1995/11/22未来に向かって輝け看護 1995 3 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  1995/11/22部落問題学習の充実をめざして（同和教育指導資料） 1995 3 教育委員会 教委人権教育課 行政資料 教育 社会教育  1995/11/24奈良県結核対策特別促進事業予防可能例調査報告書　平成6年 1995 7 福祉医療部 健康安全局健康増進課 行政資料 保健衛生 健康  1995/11/22交通事故損害賠償の手引き 1995 3 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全  1995/11/24奈良県献血３０周年事業 1995 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1995/11/24献血事業の現況　平成6年10月 1994 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1995/11/24医療機関における麻薬及び向精神薬管理マニュアル 1995 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1995/11/24地震と安全（幼児児童生徒の安全確保をめざして） 1995 9 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  1995/11/24楽しい給食（学校給食指導の手引） 1995 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  1995/11/24運動部活動指導者研修会報告書（バスケットボール／陸上競技／ハンドボール）平成6年度 1995 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1995/11/24性教育（エイズ教育を含む）指導者養成講座　平成6  教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  1995/11/24奈良県水防計画　平成7年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  1995/11/24第26回畜産関係業績発表会集録　平成5年度  食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1995/11/24環境騒音調査報告書（概要版）平成6年度 1995 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  1995/11/24環境騒音調査報告書（データ集）平成6年度 1995 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  1995/11/24道路交通騒音調査報告書（概要版）平成6年度 1995 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  1995/11/24道路交通騒音調査報告書（データ集）平成6年度 1995 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  1995/11/24くらしの豆知識　'94年版 1993 10 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  1995/11/24私たち消費者被害にあわないために  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  1995/11/24求人申込みから受入れ定着まで（新規学校卒業者等の採用手引） 1995 4 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 奈良労働局 1995/11/25奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成5年度 1994 7 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  1995/11/24奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成5年度 1994 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  1995/11/24行政監査報告書　平成6年度 1995 3 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  1995/11/24差別のない雇用をめざして（企業内同和問題研修推進員研修資料）平成7年版 1995 4 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 奈良労働局 1995/11/24同和問題の現況　平成7年版 1995 8 国関係機関 総務省 行政資料 社会福祉 同和  1995/12/5阪神大震災の痛みに学ぶ 1995 11 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 21世紀の奈良を考える会 1995/12/5特定中小企業集積の活性化に関する計画（北・中和 1995 7 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/12/5特定中小企業集積の活性化に関する計画（北・中和地域）参考資料 1995 7 産業・観光・雇用振興部 中小企業課 行政資料 産業経済 産業経済一般  1995/12/5医薬品副作用情報　№121-№130 1995 6 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1995/12/6奈良県の野鳥 1993 4 水循環・森林・景観環境部 森林保全課 行政資料 環境 自然保護  1995/12/61995年農業センサス結果概要（農家調査・農家以外の農業事業体調査・農業サービス事業体調査） 1995 11 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1995/12/5



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日我が国政府の行政情報化推進計画 1995 11 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (財)行政情報システム研究所 1995/12/7奈良県茶生産安定化指針 1995 2 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1995/12/9米と農業についての調査報告書 1994 10 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1995/12/9環境保全型農業栽培技術指針 1994 4 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1995/12/9水田営農活性化対策事務処理システム概要（入出力関係）水田営農活性化助成金交付事務の概要　水田営農活性化をめぐる事情  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1995/12/9主要農作物種子法　主要農作物種子法の実施に関する規則　奈良県稲麦及び大豆採種ほ種子審査要綱奈良県稲麦及び大豆採種ほ種子審査実施要領 1995 4 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1995/12/9通産統計ハンドブック　平成5年版 1993 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1995/12/19通産統計ハンドブック　平成6年版 1994 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1995/12/19地元企業の業種別経営指標　平成7年調査 1995 10 その他 その他団体等 統計資料 商工業 商工業一般 (財)南都経済センター 総務部 1995/12/24大和川洪水時にあなたの街は本当に安全？（洪水氾濫危険区域図について）  国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 防災・防犯 治山・治水 大和川工事事務所 1995/12/24京都府行政情報資料目録（平成7年4月1日現在） 1995 12 都道府県 京都府 行政資料 総記 資料目録  1995/12/24福島県の工業（平成4年工業統計調査結果報告書） 1994 3 都道府県 福島県 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 1995/12/24埼玉県の工業（平成4年工業統計調査結果報告従業者4人以上） 1994 2 都道府県 埼玉県 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 1995/12/24平成5年工業統計調査結果報告書 1994 12 都道府県 島根県 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 1995/12/24京都府の工業　平成5年 1995 1 都道府県 京都府 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 1995/12/24秋田県の工業（平成5年工業統計調査結果） 1995 3 都道府県 秋田県 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 1995/12/24住み良い安全な街づくりをめざして 1995 11 国関係機関 総務省 行政資料 建設 都市計画  1995/12/24平成5年工業統計調査結果表 1995 1 都道府県 岡山県 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 1995/12/26織物と陶磁器・機械の動き　平成4年 1993 3 都道府県 京都府 統計資料 商工業 諸工業  総務部 1995/12/26これからの水環境のありかた 1995 12 国関係機関 環境省 行政資料 環境 水質汚濁  1995/12/27漁業・養殖業生産統計年報（昭和62年） 1988 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 水産業 水産業一般  総務部 1995/12/27漁業・養殖業生産統計年報（昭和63年） 1989 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 水産業 水産業一般  総務部 1995/12/27漁業・養殖業生産統計年報（平成元年） 1990 12 国関係機関 農林水産省 統計資料 水産業 水産業一般  総務部 1995/12/27漁業・養殖業生産統計年報（平成2年） 1992 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 水産業 水産業一般  総務部 1995/12/27漁業・養殖業生産統計年報（平成3年） 1993 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 水産業 水産業一般  総務部 1995/12/27奈良県歳入歳出決算報告書　平成6年度 1995 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1995/12/27一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　製本平成6年度～9年度 1995 1 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1995/12/27平成3年工業統計調査結果報告書 1993 3 都道府県 千葉県 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 1995/12/27勤労者財産形成促進法の解説 1992 5 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 勤労者福祉  1996/1/5転換期を迎えた同和問題 1995 11 国関係機関 総務省 行政資料 社会福祉 同和  1996/1/9奈良県における情報公開制度の在り方について（提 1995 12 総務部 総務課 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  1996/1/9献血事業の現況　平成7年10月 1995 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/1/11



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日大滝ダム「学べる建設ステーション」プレイベントバルーンダム大作戦記録集  国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 河川 大滝ダム工事事務所 1996/1/11市区町村の指標（社会生活統計指標） 1995 11 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 1996/1/18第8回全国スポーツ・レクリエーション祭　祭典ガイドブック 1995 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 第8回全国スポーツ・レクリエーション祭奈良県実行委員会 1996/2/8保健福祉動向調査（一般廃棄物　ごみ）平成6年 1995 7 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1996/2/8家庭教育関係資料 1992 2 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県社会教育センター 1996/2/9PTA研修の手引（改訂版） 1993 4 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/2/9高齢者学習プログラム 1992 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県社会教育センター 1996/2/9ならの女性生活史　花ひらく 1995 10 文化・教育・くらし創造 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1996/2/9奈良県スポーツ医・科学報告書（第3集）平成4年度 1993 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1996/2/15奈良県スポーツ医・科学報告書（第5集）平成6年度 1995 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1996/2/15覚せい剤等薬物乱用防止の手引 1993 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/2/15医療機関における麻薬及び向精神薬管理者講習会 1994 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/2/15高等学校交通安全指導の手引 1988 1 その他 その他団体等 行政資料 教育 学校教育 (財)日本交通安全教育普及協会 1996/2/15中学校真理や学ぶことを愛する心を育てる 1995 3 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 学校教育  1996/2/15関西文化学術研究都市における高度情報化 1995 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 (財)関西文化学術研究都市推進機 1996/2/15遊の序章 1995 6 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 柿本善也 1996/2/16月山貞一回顧展（その技と伝統）  県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1996/2/16平成5年土地基本調査法人調査報告　第1巻　全国編 1995 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1996/2/17平成5年土地基本調査法人調査報告　第2巻　都道府県編（北海道・東北） 1995 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1996/2/17平成5年土地基本調査法人調査報告　第2巻　都道府県編（関東） 1995 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1996/2/17平成5年土地基本調査法人調査報告　第2巻　都道府県編（中部） 1995 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1996/2/17平成5年土地基本調査法人調査報告　第2巻　都道府県編（近畿） 1995 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1996/2/17平成5年土地基本調査法人調査報告　第2巻　都道府県編（中国・四国） 1995 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1996/2/17平成5年土地基本調査法人調査報告　第2巻　都道府県編（九州・沖縄） 1995 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1996/2/17平成5年土地基本調査法人調査報告　第3巻　政令指定都市・県庁所在地市編（その1） 1995 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1996/2/17平成5年土地基本調査法人調査報告　第3巻　政令指定都市・県庁所在地市編（その2） 1995 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 土地一般  総務部 1996/2/17新風営法法令基準集 1985 3 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 総記 例規/通達/法令  1996/2/17



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の解説 1987 8 国関係機関 総務省 行政資料 社会福祉 同和  1996/2/17地対財特法Ｑ＆Ａ 1987 6 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 同和 ㈱土曜美術社 1996/2/17文化行政の状況と課題 1996 1 国関係機関 総務省 行政資料 生活文化 生活文化一般  1996/2/22運輸白書　平成7年度 1996 1 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1996/2/22世界経済白書　平成7年版 1995 12 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1996/2/22青少年白書　平成7年度版 1996 1 国関係機関 総務省 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1996/2/22研究紀要　平成6年度 1995 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 奈良県スポーツ主事会 1996/2/15奈良県商業振興ビジョン 1993 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1996/2/29奈良県におけるヘリ・コミュータに関する基礎調査報告書 1989 3 県土マネジメント部 観光交流局交通政策課 行政資料 交通・運輸・通信 交通  1996/2/29もっと知りたい　しっかり見つめて  国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  1996/2/29奈良県中核農家意向調査結果報告書 1993 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/3/2奈良県における先端技術・先端産業への対応（提言） 1987 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 産業経済一般 技術開発推進懇話会 1996/3/2飛鳥地方の活性化に関する調査報告書 1995 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 (財)飛鳥保存財団 1996/3/2中山間地域における地域農林資源の活用のあり方等に関する調査研究 1995 3 国関係機関 国土交通省 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/3/2近畿情報化ハンドブック 1992 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 高度情報化推進協議会 1996/3/2五訂地方公共団体決算統計ハンドブック（月刊地方財務昭和63年7月号別冊付録） 1988 7 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 予算・決算 地方財政調査研究会 1996/3/2河川ハンドブック　1995年 1995 8 その他 その他団体等 行政資料 建設 河川 (社)日本河川協会 1996/3/6防災ハンドブック（人も、まちも。もっと、身近に、近畿の防災）  その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 備えを常に　防災in KINKI 実行委員 1996/3/6内水処理計画策定の手引き 1995 2 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 河川  1996/3/6奈良県の生涯学習　平成7年度　資料編 1996 1 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1996/3/8土地利用動向調査　平成7年度 1995 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1996/3/8（第230回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別会計予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1996/3/8関西国際空港の開港に伴う奈良県振興方策検討調査報告書 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 関西国際空港の開港に伴う奈良県振興方策調査検討委員会 1996/3/10患者調査　中巻　（都道府県編）平成5年 1995 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1996/3/12患者調査　下巻　（二次医療圏編）平成5年 1995 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1996/3/12奈良県農業振興計画（NAP21）概要版 1990 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/3/12高齢者・障害者に対する接客マニュアル 1996 2 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 (社福)奈良県社会福祉協議会 1996/3/15障害年金と診断書（障害基礎年金・障害厚生年金） 1993 3 国関係機関 社会保険庁 行政資料 社会福祉 社会保険  1996/3/16国際サイエンスシティシンポジウム 1996 2 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 (財)関西文化学術研究都市推進機 1996/3/16本気で地震対策してますか 1995 8 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 (社)日本広報協会 1996/3/19国民経済計算報告（平成2年基準改訂） 1996 2 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済計算  総務部 1996/3/22中小企業施設総覧　本編　平成6年度版 1994 6 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般  1996/3/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日中小企業施設総覧　資料編　平成6年度版 1994 6 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般  1996/3/26統計なら　平成7年版（第27回） 1996 3 奈良県市町村 奈良市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1996/3/27奈良県中小企業集積（ニット集積）活性化調査事業報 1994 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1996/3/27奈良県地域中小企業集積（サンダル産地）創造的発展調査報告書 1993 3 産業・観光・雇用振興部 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1996/3/27財団法人関西文化学術研究都市推進機構5周年記念誌 1992 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 (財)関西文化学術研究都市推進機 1996/3/27差別のない雇用をめざして（企業内同和問題研修推進員研修資料）平成6年版 1994 4 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 奈良労働局 1996/3/27藤原京創都1300年記念祭ロマントピア藤原京'95　公式記録 1995 9 奈良県市町村 橿原市 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1996/3/27奈良県の仕事と税金（社会科資料）'95 1995 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  1996/3/27半島振興プロジェクトモデル調査報告書 1992 3 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  1996/3/28木の本 1993 4 奈良県市町村 川上村 行政資料 農林水産 林業  1996/3/28遣唐使が見た中国文化　中国社会科学院考古研究所最新の精華（奈良県立橿原考古学研究所附属博物館特別展図録　第45冊） 1995 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 1996/4/2奈良県・指定文化財目録 1993 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1996/4/2自主研究グループ活動報告書　平成7年度 1996 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1996/4/3社会教育調査報告書　平成5年度 1995 4 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1996/4/3奈良県推計人口年報　平成7年10月1日現在 1996 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  1996/4/3第44回特別研修･政策研究報告集　平成7年度前期 1996 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1996/4/3行政情報化の進捗度指標に関する調査研究報告書 1996 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1996/4/4行政情報のデータベース化、提供の促進に関する調査研究報告書 1996 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1996/4/4行政機関職員の情報リテラシー向上に関する調査研究報告書 1996 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (財)地方自治情報センター 1996/4/4マルチメディアの展開に伴う知的財産権に関する調査研究報告書 1996 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1996/4/4国際ネットワークの高度利用に関する調査研究報告書 1996 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1996/4/4都市型ＣＡＴＶを利用した行政サービスのあり方に関する調査研究報告書 1996 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1996/4/4パソコン普及に応じたソフトウェア・パッケージの有効活用に関する調査研究報告書 1996 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1996/4/4行政機関における情報資源の活用方策に関する調査研究報告書（政策支援システムの構築） 1996 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1996/4/4地域情報化システムに関する調査研究報告書 1996 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1996/4/4行政情報化に関する提言・報告等資料集（Ⅲ） 1996 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1996/4/4学校保健統計調査報告書　平成７年度 1996 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1996/4/4大震災と地方自治 1996 1 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 ㈱自治体研究社 1996/4/4構造改革のための経済社会計画 1995 12 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 経済政策  1996/4/421世紀の国土のグランドデザイン 1995 12 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  1996/4/4



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日ジェトロ白書・投資編　世界と日本の海外直接投資1996年 1996 2 国関係機関 その他の政府関係機関 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 1996/4/4雇用対策基本計画（第8次） 1996 2 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  1996/4/4御所市統計書　平成7年版（第7回） 1996 3 奈良県市町村 御所市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1996/4/5北山・十津川地域森林計画書（北山・十津川森林計画区） 1996 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1996/4/5大和・木津川地域森林計画の一部変更書（大和・木津川森林計画区） 1993 4 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1996/4/5千葉県毎月常住人口調査報告書年次統計版（昭和35年10月1日～平成5年10月1日） 1994 3 都道府県 千葉県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査  総務部 1996/4/5条例その他予算外議案（第230回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1996/4/5我が国における商業企業の変遷と現状 1996 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 1996/4/10京都府における地域分析特別集計結果報告書 1993 3 都道府県 京都府 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1996/4/13奈良県立商科大学研究季報　第6巻第1号 1995 7 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1996/4/13奈良県立商科大学研究季報　第6巻第2号 1995 10 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1996/4/13奈良県立商科大学研究季報　第6巻第3号 1995 12 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1996/4/13奈良県立商科大学研究季報　第6巻第4号 1996 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1996/4/13奈良県新総合計画（世界に光る奈良県づくり） 1995 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1996/4/18奈良・川づくり言いたい放題集（万葉の清流ルネッサンス河川モニター） 1996 3 県土マネジメント部 河川課 行政資料 建設 河川  1996/4/24平成7年国勢調査速報からみた奈良県のすがた 1996 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査  1996/4/25大学入試センター年報　1994年度（平成6年度） 1996 3 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般 大学入試センター 1996/4/25平成7年9月　第233回定例奈良県議会会議録　製本 1995 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1996/4/25平成7年11月 第234回定例奈良県議会会議録　製本 1996 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1996/4/25大和川中期整備試案　その現状と課題（流れは未来に続く） 1994 8 国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 河川 大和川工事事務所 1996/4/26学校教育と卒業後の進路の関する調査報告書　平成6年度 1996 3 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 学校教育  総務部 1996/4/27都道府県別経済統計　平成7年版 1995 9 国関係機関 その他の政府関係機 統計資料 経済 経済一般 日本銀行 1996/4/27賃金統計総覧　1996年度版 1995 12 その他 その他団体等 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  1996/4/27図でみる運輸白書　平成7年度 1996 1 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1996/4/27クリーン・グリーン　№2 1993 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 生活文化一般  1996/5/1生駒市総合計画 1991 3 奈良県市町村 生駒市 行政資料 総合行政 行政計画  1996/5/2生駒市統計書　平成7年版 1996 3 奈良県市町村 生駒市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1996/5/2環境調査報告書　平成6年度 1995 8 奈良県市町村 大和郡山市 行政資料 環境 環境保全一般  1996/5/2大和郡山市総合計画　1996-2005 1996 4 奈良県市町村 大和郡山市 行政資料 総合行政 行政計画  1996/5/2かしば（タウンマップ香芝） 1995 7 奈良県市町村 香芝市 行政資料 総合行政 行政一般  1996/5/2橿原市総合計画（21世紀のふるさと紀和の中核都市かしはらをめざして） 1989 3 奈良県市町村 橿原市 行政資料 総合行政 行政計画  1996/5/2橿原の教育　平成6年版  奈良県市町村 橿原市 行政資料 教育 教育一般  1996/5/2斑鳩町統計資料（平成3年度） 1992 3 奈良県市町村 斑鳩町 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1996/5/2図説曽爾村の農林業  奈良県市町村 曽爾村 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/5/4天川村長期総合計画後期基本計画　1995 1995 奈良県市町村 天川村 行政資料 総合行政 行政計画  1996/5/4下市町統計資料編　1995  奈良県市町村 下市町 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1996/5/4村政報告書　平成6年度 1995 10 奈良県市町村 十津川村 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1996/5/8吉野町ＨＯＰＥ計画　住まいとまち並みの修景プラン 1995 3 奈良県市町村 吉野町 行政資料 建設 都市計画  1996/5/10



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日安堵町統計資料　1996 1996 3 奈良県市町村 安堵町 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1996/5/11大和高田市基本構想（21世紀を築くまちづくり構想） 1991 1 奈良県市町村 大和高田市 行政資料 総合行政 行政計画  1996/5/11婦人相談の概要（平成7年度婦人相談状況） 1996 4 文化・教育・くらし創造部 中央こども家庭相談センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1996/5/15保健医療に関する意識調査報告書　平成7年度 1996 3 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  1996/5/15新総合計画実現に向けて（平成8年度『新奈良創世予 1996 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  1996/5/16てんり・まなびふれあいまちづくりプラン（天理市生涯学習推進基本構想） 1994 12 奈良県市町村 天理市 行政資料 教育 社会教育  1996/5/16生駒市統計書　平成6年版 1995 3 奈良県市町村 生駒市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1996/5/16産業廃棄物処理ハンドブック　平成8年版 1996 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) ㈱ぎょうせい 1996/5/16国民生活選好度調査　平成7年度 1996 3 国関係機関 内閣府 統計資料 生活環境 生活指標  1996/5/16都市データパック　1996年版 1996 4 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 東洋経済新報社 1996/5/16ハンドブック消費者　'96 1996 5 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1996/5/17新エネルギー便覧　平成8年度版 1996 3 国関係機関 資源エネルギー庁 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  1996/5/17地方分権推進委員会中間報告関係資料集 1996 4 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱ぎょうせい 1996/5/17市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本平成5年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  1996/5/19市町村税政の概要　製本　平成4年度～5年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1996/5/19環境衛生年報　製本　昭和63年度～平成4年度  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  1996/5/19地価公示（官報製本）平成5年 1993 3 国関係機関 財務省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1996/5/19地価公示（官報製本）平成6年 1994 3 国関係機関 財務省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1996/5/19統計レポート　製本　平成6年度 1994 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 1996/5/19奈良県公報　製本　平成6年4月から6月 1994 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1996/5/19奈良県公報　製本　平成6年7月から9月 1994 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1996/5/19奈良県公報　製本　平成6年10月から12月 1994 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1996/5/19奈良県公報　製本　平成7年1月から3月 1995 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1996/5/19奈良県公報　製本　平成7年4月から6月 1995 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1996/5/19奈良県公報　製本　平成7年7月から9月 1995 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1996/5/19新潟県の半世紀　産業･経済50年のあゆみ　長期統計総覧（昭和20年→平成7年） 1996 3 都道府県 新潟県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1996/5/25當麻邂逅（當麻町勢要覧）  奈良県市町村 葛城市 行政資料 総合行政 行政一般  1996/5/29阿騎野ユートピア21計画（第2次大宇陀町総合計画）  奈良県市町村 大宇陀町 行政資料 総合行政 行政計画  1996/5/30野迫川村村勢要覧 1996 3 奈良県市町村 野迫川村 行政資料 総合行政 行政一般  1996/5/30知事提出議案説明要旨（第235回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1996/6/1視聴覚教材総目録　1995 1996 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 1996/6/6橿原市統計書　平成7年版 1996 3 奈良県市町村 橿原市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1996/6/6五條市統計書　平成7年版（第12回） 1996 3 奈良県市町村 五條市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1996/6/6地域における生涯学習機会の充実方策について（答 1996 4 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 社会教育 生涯学習審議会 1996/6/6日本の労働組合の現状　平成8年版 1996 4 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1996/6/6多様な生物との共生をめざして 1996 5 国関係機関 環境省 行政資料 環境 自然保護  1996/6/6かしこい消費生活へのしおり　平成8年版 1996 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 生活文化 消費生活  1996/6/621世紀に向けた障害者施策の新たな展開 1996 3 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 障害者福祉 中央法規出版㈱ 1996/6/6地域経済レポート　'96 1996 5 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1996/6/6通産統計ハンドブック　平成8年版 1996 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  1996/6/6老人福祉関係法令通知集　平成7年度版 1996 2 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 (財)老人福祉開発センター 1996/6/6



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日個人情報保護に関する埼玉提言 1996 3 都道府県 埼玉県 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  1996/6/11警察白書（平成7年中のできごと） 1996 4 その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安 生駒警察署 1996/6/11十津川村基本構想・基本計画 1987 6 奈良県市町村 十津川村 行政資料 総合行政 行政計画  1996/6/11十津川村・観光拠点施設整備計画 1987 3 奈良県市町村 十津川村 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1996/6/11第45回特別研修･政策研究報告集　平成7年度後期 1996 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1996/6/12黒滝村森林整備計画（自　平成6年4月1日　至平成16年3月31日）  奈良県市町村 黒滝村 行政資料 農林水産 林業  1996/6/12黒滝村地域情報の受発信方策（山村振興等農林漁業特別対策事業） 1996 3 奈良県市町村 黒滝村 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  1996/6/12東吉野村新・基本構想 1994 6 奈良県市町村 東吉野村 行政資料 総合行政 行政計画  1996/6/12鑑別統計　平成5年  国関係機関 法務省所管地方支分部局 統計資料 公安 公安 奈良少年鑑別所 総務部 1996/6/13鑑別統計　平成6年  国関係機関 法務省所管地方支分部局 統計資料 公安 公安 奈良少年鑑別所 総務部 1996/6/13同和対策事務必携　平成8年度 1996 4 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1996/6/13通商白書（総論）平成8年版 1996 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  1996/6/13通商白書（各論）平成8年版 1996 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  1996/6/13子供と家族に関する国際比較調査報告書 1996 8 国関係機関 総務省 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1996/6/13はいばらハイキングガイド（東西南北方位磁石）  奈良県市町村 榛原町 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1996/6/14平成6年サービス業基本調査報告　第1巻　全国編 1996 4 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調  総務部 1996/6/25平成6年サービス業基本調査報告　第2巻　地域編その1 1996 4 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調  総務部 1996/6/25平成6年サービス業基本調査報告　第2巻　地域編その2 1996 4 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調  総務部 1996/6/25奈良県勢要覧　1996 1996 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  1996/6/25国際農林水産統計　1995 1995 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般  総務部 1996/6/25生産農業所得統計　平成6年 1996 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 1996/6/25統計局研究彙報　第54号 1996 5 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1996/6/25未来・やまとの住まいづくり計画 1996 5 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  1996/6/25データにみる奈良県女性の現状（奈良県女性行動計画10カ年のまとめ） 1996 3 文化・教育・くらし創造部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1996/6/25創立40年のあゆみ 1996 3 文化・教育・くらし創造 筒井療 行政資料 社会福祉 障害者福祉  1996/6/25大阪国税局統計書　平成5年度 1995 3 国関係機関 近畿財務局以外の財務省所管地方支分部 統計資料 行財政 財務(統計) 大阪国税局 総務部 1996/6/25奈良県気象月報　平成6年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 1996/6/26平成2年国勢調査、平成3年事業所統計調査等のリンクによる地域メシュ統計地図　デジタルメシュ・マップ（東日本編）昼間人口・昼夜間人口差 1995 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 1996/6/26平成2年国勢調査、平成3年事業所統計調査等のリンクによる地域メシュ統計地図　デジタルメシュ・マップ（西日本編）昼間人口・昼夜間人口差 1995 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 1996/6/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良観光の実態分析（平成7年度共同研究調査報告書） 1996 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1996/6/28奈良観光フォーラム（第10回「あなたとなら・奈良大和路」観光キャンペーン記念） 1996 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション (社)奈良県観光連盟 1996/6/28マグニチュード7.5の衝撃 1996 3 都道府県 青森県 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  総務部 1996/6/30平成5年7月12日北海道南西沖地震記録書 1995 3 都道府県 北海道 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  総務部 1996/6/30地震記録報告書　第6号 1994 3 都道府県 千葉県 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  総務部 1996/6/30大震災100日の記録 1996 4 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 ㈱ぎょうせい 1996/6/30阪神・淡路大震災鉄鉄道復旧記録誌 1996 1 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 西日本旅客鉄道 1996/6/30平成5年夏鹿児島豪雨災害の記録 1995 3 都道府県 鹿児島県 行政資料 防災・防犯 治山・治水  総務部 1996/6/30職場における喫煙対策のためのガイドライン 1996 6 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1996/7/5公共料金改革への提言 1996 4 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 経済政策  1996/7/5注解容器包装リサイクル法 1996 4 国関係機関 厚生労働省 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1996/7/5新連係時代の快適生活ビジョン 1996 4 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発  1996/7/5日本の労働政策　平成8年版 1996 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1996/7/5わかりやすい介護休業法 1996 4 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  1996/7/5震災対策 1996 4 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 ㈱ぎょうせい 1996/7/5データ・ブック日本の行政　'96-97 1996 5 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 (財)行政管理研究センター 1996/7/5土木行政の概要　平成8年度 1996 5 県土マネジメント部 監理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  1996/7/5良質米の生産にはまず土づくりから  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1996/7/5統計実務基礎知識　平成8年版 1996 4 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)全国統計協会連合会 1996/7/5統計実務基礎知識指導の手引　平成8年版 1996 4 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)全国統計協会連合会 1996/7/5奈良県薬事年報　VOL.44　平成7年10月 1995 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/7/11業務報告　平成7年度 1996 7 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1996/7/11奈良県林業試験場研究報告　第25号 1995 12 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1996/7/11奈良県林業試験場　林業資料　№11 1996 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1996/7/11奈良県林試　木材加工資料　№25 1996 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1996/7/11第Ⅴ期まほろば未来塾成果報告書（活動の軌跡） 1996 4 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  1996/7/11労働経済の分析　平成8年版  国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1996/7/11近畿の農業農村整備事業の概要　平成7年度 1995 8 国関係機関 近畿農政局 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/7/16保健所業務概況（地域保健衛生の概況）平成6年度版 1995 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1996/7/16森林ハンドブック　平成8年度 1996 6 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 林業 (社)日本林業協会 1996/7/17家庭介護 1986 10 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1996/7/17児童相談事例集　第26集 1994 11 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 (財)日本児童福祉協会 1996/7/18吉野川源流物語（川上村総合計画　第3次） 1994 9 奈良県市町村 川上村 行政資料 総合行政 行政計画  1996/7/19環境騒音調査報告書　平成7年度 1996 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  1996/7/23資料　労働運動史　平成4年 1996 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1996/7/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日吉野流域林業活性化基本方針書 1992 3 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 林業 吉野流域林業活性化センター 1996/7/23北山・十津川流域林業活性化基本方針書 1993 3 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 林業 北山・十津川流域林業活性化セン 1996/7/23あゆみ  その他 その他団体等 行政資料 生活文化 消費生活 奈良県生活学校連絡協議会 1996/7/23同和問題　－人権啓発のあり方－ 1993 3 国関係機関 総務省 行政資料 社会福祉 同和 中央法規出版㈱ 1996/7/23よしののあゆみ（吉野保健所50年史） 1994 12 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1996/7/30住民参加型まちづくり活動の具体的推進方策の検討調査報告書 1995 3 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  1996/7/30滋賀県の農林水産業 1994 4 都道府県 滋賀県 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/7/23奈良県特定優良賃貸住宅供給促進事業調査報告書 1994 3 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  1996/8/6奈良県特定優良賃貸住宅供給促進事業調査報告書（資料編） 1994 3 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  1996/8/6貯蓄動向調査報告　平成7年 1996 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 1996/8/7大和・木津川地域森林計画の一部変更書（大和・木津川森林計画区） 1996 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1996/8/7吉野地域森林計画の一部変更書（吉野森林計画区） 1996 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1996/8/7大和・木津川流域林業活性化基本方針書 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 林業 大和・木津川流域林業活性化セン 1996/8/9奈良県環境総合計画 1996 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1996/8/9奈良県環境総合計画（概要版） 1996 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1996/8/9予算の話　平成8年度 1996 7 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 予算・決算 財政調査会 1996/8/9新規格車通行経路図　平成7年度版　上 1995 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 道路 (財)日本道路交通情報センター 1996/8/9新規格車通行経路図　平成7年度版　下 1995 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 道路 (財)日本道路交通情報センター 1996/8/9台風19号等による森林災害の記録　平成3年 1992 6 国関係機関 林野庁 行政資料 防災・防犯 治山・治水  1996/8/9雇用保険継続給付ガイドブック  国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用保険 奈良労働局 1996/8/9平成9年度政府予算編成に関する要望書　平成8年7 1996 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1996/8/9観光白書　平成8年版 1996 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1996/8/15地域医療基礎統計　1996年版 1996 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 1996/8/15情報公開法要綱案（中間報告） 1996 6 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 第一法規出版 1996/8/15原子力安全白書　平成7年版 1996 7 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 原子力安全委員 1996/8/15入札・契約制度の現状と課題 1996 6 国関係機関 総務省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  1996/8/15奈良県畜産試験場研究報告　第18号 1991 10 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  1996/8/21奈良県畜産試験場研究報告　第20号 1993 7 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  1996/8/21河川ハンドブック　1993年 1993 8 その他 その他団体等 行政資料 建設 河川 (社)日本河川協会 1996/8/211994目でみるダム事業  国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 河川 (財)ダム技術センター 1996/8/21「ゆとり社会」のための道づくり 1992 6 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 道路  1996/8/21建設省防災業務計画　平成8年1月 1996 2 国関係機関 国土交通省 行政資料 防災・防犯 消防・防災  1996/8/21



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日異常気象時における道路通行規制基準及び道路交通情報の連絡について 1995 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  1996/7/28初任者のための研修の手びき　1996 1996 4 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 教育研究所 1996/8/21生駒市都市景観形成ガイドプラン 1994 3 奈良県市町村 生駒市 行政資料 建設 都市計画  1996/8/21農業用用排水路等利用調整推進計画書 1994 3 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 耕地 奈良県土地改良事業団体連合会 1996/8/21阪神・淡路大震災ー兵庫県の1カ月の記録 1995 7 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 阪神・淡路大震災兵庫県災害対策 1996/8/2120年のあゆみ 1992 8 県関係機関 (財)奈良県農業振興公社 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/8/21製革業公害対策事業報告書　平成7年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  1996/8/22特別管理産業廃棄物関連報告書様式集（排出事業者用） 1995 6 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1996/8/22行政情報の提供・公開促進に関する調査研究報告書 1992 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1996/8/22「リバーウォッチングイン奈良」実施報告書　平成7年度  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1996/8/22宇宙船エコ号とライフ号の探検 1996 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1996/8/22畜産における臭気調査報告書 1996 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 環境 大気汚染 畜産に係る悪臭問題研究会 1996/8/22規制緩和推進の現況（平成8年7月） 1996 7 国関係機関 総務省 行政資料 産業経済 経済政策  1996/8/23経済白書　平成8年版 1996 8 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1996/8/23公害紛争処理白書　平成8年版 1996 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 環境 環境保全一般 公害等調整委員 1996/8/23国土レポート　'96 1996 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  1996/8/23日本の水資源　平成8年版 1996 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  1996/8/23第120回　国税庁統計年報書（平成6年度版） 1996 7 国関係機関 国税庁 統計資料 行財政 財務(統計)  1996/8/23通信白書　平成8年版 1996 6 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  1996/8/23救急科開設5周年記念誌 1995 5 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  1996/8/23「企業内同和問題研修推進員」活動実態アンケート調査結果 1995 12 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 社会福祉 同和 奈良労働局 1996/8/27くらしの情報（新聞掲載）平成6年1月～12月  文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1996/8/27面接のあり方（就職差別をなくすため）  国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 奈良労働局 1996/8/27差別のない雇用をめざして（企業内同和問題研修推進員研修資料）平成8年版 1996 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 奈良労働局 1996/8/27子育て読本Ⅱゆとりの子育て 1996 1 文化・教育・くらし創造部 中央こども家庭相談センター 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  1996/8/27すこやか子育て（これからの保育について報告書） 1996 3 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 保育あり方研究会 1996/8/27看護・ふれあい体験　感想文集 1996 3 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  1996/8/27奈良県勤労者福祉施設ごあんない  国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 勤労者福祉 奈良労働局 1996/8/27雇用保険の事務手続　平成8年度  国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用保険 奈良労働局 1996/8/27「健やかなむらづくり研修会」報告書 1996 2 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1996/8/27全国観光動向（平成6年(度)観光地入込観光客統計） 1996 6 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協 1996/8/31



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日地方分権推進ハンドブック　改訂版 1996 6 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱ぎょうせい 1996/8/31日本の労働組合の現状Ⅱ　平成8年版 1996 8 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1996/8/31賃金センサス　第1巻（平成7年度賃金構造基本統計 1996 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 (財)労働法令協会 1996/8/31賃金センサス　第2巻（平成7年度賃金構造基本統計 1996 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 (財)労働法令協会 1996/8/31賃金センサス　第3巻（平成7年度賃金構造基本統計 1996 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 (財)労働法令協会 1996/8/31賃金センサス　第4巻（平成7年度賃金構造基本統計 1996 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 (財)労働法令協会 1996/8/31麻薬及び向精神薬管理マニュアル（薬局用） 1996 2 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/8/31薬物乱用防止の手引き 1996 1 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/8/31得意帳実態調査集計結果（奈良県薬業振興事業） 1996 1 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/8/31奈良県配置家庭薬品品目収載台帳　第１巻　製造業者別品目総括集　平成7年度版 1995 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/8/31家庭麻薬取扱マニュアル 1996 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/8/31覚せい剤原料取扱要領（覚せい剤原料取扱者・覚せい剤原料研究者用） 1996 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1996/8/31業務概要　平成8年度 1996 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  1996/9/41995年農業センサス奈良県結果報告書 1996 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス  1996/9/4卸売市場の概要 1996 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/9/4運動部活動指導者研修会報告書（ソフトボール／水泳競技）平成7年度 1996 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1996/9/5たくましい子供を育てるために 1996 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 教育一般  1996/9/5学校体育必携　平成8年度 1996 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  1996/9/5県立高等学校交通事故防止活動推進事業報告書 1996 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  1996/9/5学校給食における衛生管理のポイント－なくそう食中 1996 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  1996/9/5奈良市史　通史4 1995 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1996/9/5統計なら（特集　平成3年事業所統計調査結果報告） 1995 3 奈良県市町村 奈良市 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 1996/9/5水防計画書　平成7年度  奈良県市町村 奈良市 行政資料 防災・防犯 治山・治水  1996/9/5トリエンナーレ奈良1995（世界建築博覧会第2回プレイベント）公式記録 1996 1 奈良県市町村 奈良市 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1996/9/5奈良市商業メッシュ概要報告書 1996 3 奈良県市町村 奈良市 統計資料 商工業 商業統計調査  1996/9/5奈良市都市景観形成基本計画 1995 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 建設 都市計画  1996/9/5奈良市の都市計画 1994 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 建設 都市計画  1996/9/5奈良市の環境　平成7年版 1995 10 奈良県市町村 奈良市 行政資料 環境 環境保全一般  1996/9/5紀伊地域半島振興計画（平成7年度～平成16年度） 1995 12 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発 三重県・奈良県・和歌山県 1996/9/5協同農業普及事業の実施に関する方針 1995 4 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1996/9/10平成3年台風災害誌 1993 3 都道府県 大分県 行政資料 防災・防犯 治山・治水  1996/9/11青森県の森林・林業、木材産業ビジョン 1994 12 都道府県 青森県 行政資料 農林水産 林業  1996/9/11砂防便覧　平成7年版 1995 12 国関係機関 国土交通省 行政資料 防災・防犯 治山・治水 (社)全国治水砂防協会 1996/9/12生涯学習番組ガイド　平成6年度 1994 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1996/9/12福祉・保健・医療のガイドブック 1995 3 都道府県 茨城県 行政資料 社会福祉 福祉一般  1996/9/19林業試験場概要　平成7年度 1995 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1996/9/26防衛白書　平成8年版 1996 8 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般  1996/9/26過疎対策の現況（平成7年度版） 1996 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発  1996/9/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日環境パートナーシップの構築に向けて 1996 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  1996/9/26新国民生活指標　平成8年版 1996 4 国関係機関 内閣府 統計資料 生活環境 生活指標  1996/9/26平成8年社会生活基本調査のはなし 1996 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 (財)日本統計協会 1996/10/1平成8年2月　第235回定例奈良県議会会議録 1996 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1996/10/1単身世帯消費動向調査（平成8年6月実施調査結果） 1996 8 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  1996/10/1気象庁年報（全国気象表）平成6年 1995 5 国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象  総務部 1996/10/4鉱工業指数年報（平成2年基準）平成5年 1995 2 都道府県 福島県 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 1996/10/4統計からみた山添村　1995 1996 3 奈良県市町村 山添村 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1996/10/4奈良県消費生活条例関係例規集 1995 12 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 消費生活  1996/10/5伝統産業技術保存記録（大和の手打ち刃物）平成7年 1996 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  1996/10/5研修概要　平成7年度  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1996/10/5生徒指導関係通知文等の集録 1995 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/16平成9年度中学校教科用図書小・中学校障害児学級及び障害児教育諸学校（小・中学部）教科用図書採択基準選定資料 1996 6 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/16高等学校数学指導資料コンピュータを活用した学習指導の工夫 1996 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/16同和保育の手びき　第17集　同和保育指導資料集 1996 3 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 教育 社会教育  1996/10/16奈良県教育　第84集　第853号 1996 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/16第2回奈良県高校生海外文化体験事業『大韓民国訪問の旅』報告書 1996 5 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/16いじめの問題に関する指導の手引 1996 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/16在日外国人（主として韓国・朝鮮人）児童生徒に関する指導について 1996 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1996/10/17地方教育費調査（平成6会計年度）地方教育行政調査（平成7年5月1日現在 1996 3 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1996/10/17教育予算の概要　平成8年度  教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1996/10/16学校基本数一覧表　平成8年度  教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1996/10/16異常気象時における道路通行規制基準及び道路交通情報の連絡について 1996 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  1996/10/17奈良県公共事業等景観形成マニュアル概要版 1996 3 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  1996/10/17市町村住宅マスタープラン策定マニュアル 1995 3 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  1996/10/17市町村住宅マスタープラン策定マニュアル　その2 1996 3 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  1996/10/17地域活性化モデル事業水田営農活性化普及活動特別事業活動報告　平成5～7年度  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1996/10/17すすむ大和の農業（第29回大和の農業開発大会：収 1996 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1996/10/17警察白書　平成8年版 1996 8 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 治安  1996/10/17数字でみる観光　1996 1996 7 国関係機関 国土交通省 統計資料 観光 観光 (社)日本観光協会 1996/10/17世界国勢図会　1996/97年版 1996 9 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 (財)矢野恒太記念会 1996/10/17子ども白書　1996年版 1996 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 ㈱草土文化 1996/10/17マンガで見る環境白書Ⅲ 1996 9 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  1996/10/17都道府県別経済統計　平成8年版 1996 9 その他 その他団体等 統計資料 経済 経済一般 日本銀行 1996/10/17保安林内における作業許可の取扱い 1996 3 水循環・森林・景観環境部 森林保全課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  1996/10/18



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日広域整備計画書（大和高原広域営農団地整備計画） 1996 3 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/10/18平成8年3月個人企業営業状況調査報告 1996 10 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1996/10/221995年農業センサス　第1巻　奈良県統計書 1996 10 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  1996/10/22奈良県議会歴代議員名簿　1996 1996 7 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1996/10/23奈良県生涯学習振興指針　平成8年度  教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1996/10/2516ミリ映写機の取扱いについて  教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1996/10/25同和問題啓発映画指導資料　平成7年度  教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1996/10/25学校基本調査結果報告書　平成8年度 1996 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化  奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成6年度 1995 7 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  1996/10/29行政監査報告書　平成7年度 1996 3 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  1996/10/29生活衛生年報　平成6年度  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  1996/10/29奈良県の水道概要　平成6年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  1996/10/29同和対策の概要  文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1996/10/29奈良県立病院概要　第17号　平成8年度 1996 7 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 保健衛生 医療  1996/10/29簡易生命表　平成7年 1996 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 (財)厚生統計協会 1996/10/29民間開発事業の促進をめざして 1996 8 国関係機関 総務省 行政資料 建設 地域開発  1996/10/29日本の環境対策は進んでいるか 1996 8 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  1996/10/29紛争の迅速な解決に向けて 1996 9 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1996/10/29物価レポート　'95 1995 11 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 物価  1996/10/29高齢者介護保険の創設について 1996 7 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 ㈱ぎょうせい 1996/10/2921世紀を展望した我が国の教育の在り方について（文部時報8月臨時増刊号平成8年第1437号） 1996 8 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般 ㈱ぎょうせい 1996/10/29ジェトロ白書　貿易編　世界と日本の貿易　1996 1996 9 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 1996/10/29Green　Green　うだ　Vol.2 1996 3 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1996/11/2奈良県木材産業の現状と課題 1996 3 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1996/11/2奈良県の公園緑地 1996 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  1996/11/2提言悠久のロマンあふれる川づくり 1996 5 県土マネジメント部 河川課 行政資料 建設 河川  1996/11/2国民健康保険小規模保険者等支援事業に関する報告書　平成7年度 1996 3 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  1996/11/13職員の給与等に関する報告及び勧告（平成8年10月） 1996 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1996/11/13要覧　1996（平成7年度図書館年報） 1996 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 奈良図書館 1996/11/13O-157ホットラインQ&A  国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 食品衛生 ㈱ぎょうせい 1996/11/13新潟県の人口移動（平成6年新潟県人口移動調査結果報告） 1995 2 都道府県 新潟県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査  1996/11/19農業制度金融のしおり　平成8年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1996/11/20のびゆくならの農業（資料集） 1995 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1996/11/20飼料作物奨励品種と栽培の手引き 1996 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1996/11/20奈良県水防計画　平成8年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  1996/11/20奈良県勢の概要　平成7年度 1995 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1996/11/20農業近代化資金等関係法規集  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1996/11/20奈良県職員の震災対策初動体制マニュアル　平成7年10月 1995 10 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  1996/11/20奈良県卸売業商店経営実態調査報告書 1995 12 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1996/11/21行政の管理と総合調整（平成8年版総務庁年次報告 1996 10 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  1996/11/20



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日知っておきたい宗教法人法（知っておきたい法律シリーズ8） 1996 11 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 大蔵省印刷局 1996/11/21知っておきたい製造物責任法（知っておきたい法律シリーズ7） 1996 10 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 産業経済一般 大蔵省印刷局 1996/11/21道路統計年報（平成6年度）1996年版 1996 10 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通  総務部 1996/11/26三郷町長期基本構想・総合計画 1996 4 奈良県市町村 三郷町 行政資料 総合行政 行政計画  1996/11/26保健・医療・福祉ネットワーク計画  奈良県市町村 菟田野町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1996/11/26環境白書　平成6年版 1994 9 都道府県 山口県 行政資料 環境 環境保全一般  1996/12/11統計教育の進め方　第34集 1996 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 大阪府統計教育協会 1996/12/12北海道環境白書　平成6年 1994 8 都道府県 北海道 行政資料 環境 環境保全一般  1996/12/12環境白書　平成6年版 1995 1 都道府県 岩手県 行政資料 環境 環境保全一般  1996/12/12環境白書　平成6年版 1994 10 都道府県 長野県 行政資料 環境 環境保全一般  1996/12/12環境白書　平成6年版 1994 12 都道府県 宮城県 行政資料 環境 環境保全一般  1996/12/12横浜環境白書　平成6年版 1994 11 都道府県 神奈川県 行政資料 環境 環境保全一般 横浜市 1996/12/12環境白書　平成6年版 1995 3 都道府県 愛媛県 行政資料 環境 環境保全一般  1996/12/12環境白書　平成6年版 1995 2 都道府県 宮崎県 行政資料 環境 環境保全一般  1996/12/12環境白書　平成6年度版 1995 1 都道府県 福島県 行政資料 環境 環境保全一般  1996/12/12保健所業務概況（地域保健衛生の概況）平成7年度版 1996 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1996/12/15事業概要　平成8年度 1996 4 国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 河川 大滝ダム工事事務所 1996/12/15国民生活基礎調査　第1巻　解説編　平成元年 1991 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 生活環境 生活指標  1996/12/19国民生活基礎調査　第2巻　全国編　平成元年 1991 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 生活環境 生活指標  1996/12/19国民生活基礎調査　第3巻　都道府県編　世帯　平成 1991 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 生活環境 生活指標  1996/12/19国民生活基礎調査　第4巻　都道府県編　健康　平成 1991 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 生活環境 生活指標  1996/12/19国民生活基礎調査　平成2年 1991 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 生活環境 生活指標  1996/12/19国民生活基礎調査　平成3年 1992 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 生活環境 生活指標  1996/12/19国民生活基礎調査　第1巻　解説編　平成4年 1994 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 生活環境 生活指標  1996/12/19国民生活基礎調査　第4巻　都道府県編　健康　平成 1994 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 生活環境 生活指標  1996/12/19保健福祉動向調査（日常生活とアレルギー様症状）平成3年 1992 9 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1996/12/1993中央新幹線沿線学者会議シンポジウム  その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 中央新幹線沿線学者会議 1996/12/19地震と土砂災害 1995 9 国関係機関 国土交通省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  1996/12/20奈良県におけるガン登録（平成6年のがんの罹患とその分析） 1996 3 福祉医療部 健康安全局健康増進課 行政資料 保健衛生 医療  1996/12/20平成9年度政府予算編成に関する要望書　平成8年11 1996 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1996/12/21地域改善対策提要　1996年10月 1996 10 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 同和  1997/1/9いっしょにはなそう 1995 12 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1997/1/9ティームティーチング指導事例集 1996 2 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1997/1/8間伐（除伐）施業のすすめ  水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/1/9くらしと契約の知識 1993 3 国関係機関 経済産業省 行政資料 生活文化 生活文化一般  1997/1/9平成7年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 1996 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  1997/1/10都市の盛衰ランキング 1996 10 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱時事通信社 1997/1/24



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日知りたいことがよくわかる公務員の待遇・生活白書 1996 11 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱実務教育出版 1997/1/24家庭ごみ有料化による減量化への取り組み 1996 10 その他 その他団体等 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) ㈱ライフデザイン研究所 1997/1/24犯罪白書　平成8年版 1996 11 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 治安  1997/1/24第71次　農林水産省統計表（平成6年～7年） 1996 12 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報  1997/1/24環衛ハンドブック（環境衛生関係営業資料）平成8年版 1996 11 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 環境衛生  1997/1/24奈良県薬事年報　VOL.45　平成8年11月 1996 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1997/1/24あなたの声からはじまる道づくり　ボイス・レポート 1996 11 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 道路  1997/1/26平成5年頻発する自然災害 1993 11 国関係機関 国土交通省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 (財)河川情報センター 1997/1/26コンピュータの西暦2000年問題影響実態調査報告書 1996 12 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般 中小企業情報センター 1997/2/25年報　平成7年度 1997 1 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1997/2/25長期遡及系列別国民経済計算報告（平成2年基準昭和30年～平成6年） 1996 10 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済計算  総務部 1997/2/25日本人の生活時間・1995 1996 10 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 日本放送出版協 1997/2/25新たなリゾート振興方策 1996 9 国関係機関 国土交通省 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1997/2/25公正取引委員会年次報告（独占禁止白書）平成8年版 1997 1 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 経済政策 公正取引委員会 1997/2/28生活基本情報事典（現代用語の基礎知識1997の別冊付録） 1997 1 その他 その他団体等 行政資料 総記 辞書・辞典 （株）自由国民社 1997/2/28運輸白書　平成8年度 1997 1 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1997/2/281995年農業センサス　第2巻　農家調査報告書（総括 1997 1 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/3/6物価レポート　'96 1996 12 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 物価  1997/3/12全国公害苦情の実態　平成8年版 1997 1 国関係機関 その他の政府関係機関 行政資料 環境 環境保全一般 公害等調整委員会事務局 1997/3/12同和問題の現況　平成8年版 1996 12 国関係機関 総務省 行政資料 社会福祉 同和  1997/3/12市町村からの緊急提言介護保険と自治体負担 1997 2 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 (財)東京市町村自治調査会 1997/3/12家計簿からみたニッポン　1996 1996 12 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 消費生活 家計消費研究会 1997/3/12青少年白書　平成8年度版 1997 1 国関係機関 総務省 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1997/3/12子育て読本Ⅲ〈思春期編〉心のシグナル 1997 1 文化・教育・くらし創造部 中央こども家庭相談センター 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  1997/3/6国民生活選好度調査　平成8年度 1997 2 国関係機関 内閣府 統計資料 生活環境 生活指標  総務部 1997/3/13奈良県推計人口年報　平成8年10月1日現在 1997 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  1997/3/22単身世帯消費動向調査（平成8年12月実施調査結果） 1997 2 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  総務部 1997/3/22子どもの学習費調査報告書　平成6年度 1997 2 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1997/3/221995年農業センサス　第4巻　農家以外の農業事業体調査報告書 1997 2 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/3/221995年農業センサス　第5巻　農業サービス事業体調査報告書 1997 2 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/3/22奈良県の結核　平成7年版 1997 1 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1997/3/22住民基本台帳移動報告総合報告書　昭和29年～平成7年 1997 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1997/3/22



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成6年サービス業基本調査報告　第3巻　解説編 1996 11 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調  総務部 1997/3/22地元企業の業種別経営指標　平成8年調査 1996 10 その他 その他団体等 統計資料 商工業 商工業一般 (財)南都経済センター 総務部 1997/3/22（第230回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別会計予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28追加提出議案（第230回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第232回定例県議会提出）平成6-7年度一般会計特別会計補正予算案その他  1 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第232回定例県議会提出）平成6-7年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書  1 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第233回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第233回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第234回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第234回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第234回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第234回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28知事の県政に関する所信と提出議案説明要旨（第234回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第235回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別会計予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第235回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別会計予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28条例その他予算外議案（第235回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28追加提出議案（第235回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第235回定例県議会提出）平成7年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28第236回定例県議会提出議案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第236回定例県議会提出）平成7-8年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書  1 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第237回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第237回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第237回定例県議会提出）平成8年度一般会計補正予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第237回定例県議会提出）平成8年度一般会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第238回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日（第238回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第238回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第238回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第239回定例県議会提出）平成9年度一般会計特別会計予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28（第239回定例県議会提出）平成9年度一般会計特別会計予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28知事提出議案説明要旨（第239回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28条例その他予算外議案（第239回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/3/28絵だより　'97（平成9年度主要プロジェクトのご紹介） 1997 3 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/3/28行政情報化に関する提言・報告等資料集（Ⅳ） 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1997/3/29エージェント指向システムの適用に関する調査研究報告書 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1997/3/29マルチメディアによる公的サービスの高度化に関する調査研究報告書 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1997/3/29行政機関におけるクライアント／サーバシステムの利用に関する調査研究報告書 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1997/3/29電子情報化促進のための制度改革等に関する調査研究報告書 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1997/3/29行政手続の電子化の推進に関する調査研究 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1997/3/29行政機関におけるＣＡＬＳの適用に関する調査研究報告書 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1997/3/29ネットワークの進展に伴うセキュリティー対策に関する調査研究 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1997/3/29行政機関におけるグループウェアの活用に関する調査研究報告書 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1997/3/29行政機関における次世代データベースの適用に関する調査研究報告書 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1997/3/29行政情報化推進計画の今後に関する調査研究報告書 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1997/3/29官民情報通信ネットワークの構築と利用に関する調査研究報告書 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1997/3/29地方分権推進委員会第1次勧告関係資料集 1997 2 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱ぎょうせい 1997/3/29奈良県林業統計　製本　昭和61年度～63年度 1986 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  1997/4/2奈良県林業統計　製本　平成元年度～2年度 1989 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  1997/4/2奈良県林業統計　製本　平成3年度～4年度 1991 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  1997/4/2県民所得統計推計結果報告書　製本　昭和63年度～平成2年度 1988 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算  総務部 1997/4/2



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日一般会計特別会計予算案の概要　製本　平成3年度～4年度 1991 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/2一般会計特別会計予算案の概要　製本　平成5年度～6年度 1993 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/2一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　製本昭和61年度～平成元年度 1986 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/2一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　製本平成2年度～5年度 1990 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/2事業の概要　製本　昭和62年度～平成2年度 1987 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/4/2事業の概要　製本　平成3年度～6年度 1991 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/4/2奈良県林政の概要　製本　昭和61年～63年 1986 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/4/2奈良県林政の概要　製本　平成元年～3年 1989 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/4/2奈良県林政の概要　製本　平成4年～5年 1992 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/4/2奈良県中小企業の現況　製本　昭和63年～平成2年 1988 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1997/4/2奈良県中小企業の現況　製本　平成3年～5年 1991 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1997/4/2職業安定・雇用保険　業務年報　製本　昭和61年度～63年度 1986 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 職業安定 奈良労働局 1997/4/2職業安定・雇用保険　業務年報　製本　平成元年度～3年度 1989 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 職業安定 奈良労働局 1997/4/2環境調査報告書（水質編）製本　昭和62年度～63年度 1987 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1997/4/2環境調査報告書（水質編）製本　平成元年度～2年度 1989 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1997/4/2環境調査報告書（水質編）製本　平成3年度～4年度 1991 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1997/4/2平成2年～平成3年工業統計調査結果報告書　製本 1990 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  1997/4/2土木事業概要　製本　昭和63年度～平成3年度 1988 県土マネジメント部 監理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  1997/4/2主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告書）製本　昭和62年度～63年度 1987 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/4主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告書）製本　平成元年度～2年度 1989 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/4主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告書）製本　平成3年度～5年度 1991 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/4民生部当初予算の概要　製本　昭和62年度～平成元 1987 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般  1997/4/8民生部当初予算の概要　製本　平成3年度～平成5年 1991 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般  1997/4/8国民年金事業年報　製本　昭和62年度～平成元年度 1987 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 社会福祉 社会保険 奈良社会保険事務局 1997/4/8国民年金事業年報　製本　平成2年度～平成5年度 1990 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 社会福祉 社会保険 奈良社会保険事務局 1997/4/8国民健康保険及び福祉医療事業状況　製本　昭和62年度～平成元年度 1987 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  1997/4/8国民健康保険及び福祉医療事業状況　製本　平成2年度～平成4年度 1990 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  1997/4/8



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県の工業　製本　平成4年～5年 1992 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  1997/4/8県民所得統計推計結果報告書　製本　平成3年度～5 1991 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算  総務部 1997/4/8一般会計特別会計予算案の概要　製本　平成7年度～8年度 1995 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/4/8統計レポート　製本　平成7年度 1995 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 1997/4/8職業安定・雇用保険　業務年報　製本　平成4年度～6年度 1992 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 職業安定 奈良労働局 1997/4/8衛生統計年報　製本　平成4年～5年 1992 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1997/4/8環境調査報告書（水質編）製本　平成5年度～6年度 1993 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1997/4/10地価公示（官報製本）平成8年 1996 3 国関係機関 財務省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1997/4/10奈良県公報　製本　平成7年10月から12月 1995 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1997/4/10奈良県公報　製本　平成8年1月から3月 1996 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1997/4/10奈良県公報　製本　平成8年4月から6月 1996 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1997/4/10奈良県公報　製本　平成8年7月から9月 1996 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1997/4/10奈良県公報　製本　平成8年10月から12月 1996 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1997/4/10統計なら　平成8年版（第28回） 1997 3 奈良県市町村 奈良市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1997/4/15御所市統計書　平成8年版（第8回） 1997 3 奈良県市町村 御所市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1997/4/15奈良県の仕事と税金（社会科資料）'96 1996 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  1997/4/16献血事業の現況　平成7年度 1997 1 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1997/4/16事業概要　平成8年度  産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  1997/4/16公害防止計画実施状況調査等調査報告書［奈良地域］平成8年度 1997 2 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1997/4/16平成7年の犯罪（犯罪統計書） 1996 8 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 統計資料 公安 公安  総務部 1997/4/22学校教員統計調査報告書　平成7年度 1997 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1997/4/22奈良県立商科大学研究季報　第7巻第1号 1996 7 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1997/4/24奈良県立商科大学研究季報　第7巻第2号 1996 10 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1997/4/24奈良県立商科大学研究季報　第7巻第3号 1996 12 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1997/4/24奈良県立商科大学研究季報　第7巻第4号 1997 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1997/4/24第46回特別研修･政策研究報告集　平成8年度前期 1997 2 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1997/4/30第47回特別研修･政策研究報告集　平成8年度後期 1997 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1997/4/30学校保健統計調査報告書　平成８年度 1997 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1997/4/30橿原市統計書　平成8年版 1997 3 奈良県市町村 橿原市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1997/4/30木材流通構造調査報告書（プレカット工場及び集成材工場調査） 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 林業 林業一般  総務部 1997/4/30地方自治便覧　1996 1997 4 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 (財)地方財務協会 1997/4/30奈良県薬事指導書報告　第11号 1994 3 福祉医療部 薬事研究センター 行政資料 保健衛生 薬事  1997/5/13林業試験場概要　平成8年度 1996 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/5/13奈良県の国民年金　平成8年度版 1996 4 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 社会福祉 社会保険 奈良社会保険事務局 1997/5/13奈良県指定文化財　平成5年度版（第35集） 1995 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1997/5/13奈良県指定文化財　平成6年度版（第36集） 1996 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1997/5/13自主研究グループ活動報告書　平成8年度 1997 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1997/5/13



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日農業及び生活改良普及指導計画書　平成7年度  食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/5/14農業及び生活改良普及指導計画書　平成8年度  食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/5/14大規模災害時備蓄医薬品等調査書　平成8年度  福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1997/5/14薬事・毒物劇物関係許認可マニュアル 1996 4 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1997/5/141995年農業センサス　第3巻　農家調査報告書　農家分類編　第1集 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/5/201995年農業センサス　第3巻　農家調査報告書　農家分類編　第2集 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/5/201995年農業センサス　第3巻　農家調査報告書　農家分類編　第3集 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/5/201995年農業センサス　第6巻　経営部門別農家統計報告書　第1集 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/5/201995年農業センサス　第6巻　経営部門別農家統計報告書　第2集 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/5/201995年農業センサス　第6巻　経営部門別農家統計報告書　第3集 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/5/201995年農業センサス　第7巻　農家種類別統計報告書 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/5/201995年農業センサス　第8巻　農家構造動態統計報告 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/5/20事業別地方債実務ハンドブック　平成6年度版 1994 7 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 予算・決算 地方債制度研究 1997/5/21国の重点施策の動向と地方公共団体の対応　平成6年度 1994 1 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 地方自治政策研究会 1997/5/21奈良県勢要覧　1997 1997 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  1997/5/21奈良県橿原文化会館利用実績（平成3年度～平成7年  文化・教育・くらし創造 橿原文化会館 行政資料 生活文化 生活文化一般  1997/5/21人権を学ぶ「ならウィメンズセミナー記録集」平成8年 1997 3 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1997/5/21おとなりのおはなし 1996 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 生活文化一般  1997/5/21奈良県畜産試験場研究報告　第21号 1994 7 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  1997/5/21奈良県畜産試験場研究報告　第22号 1995 7 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  1997/5/21奈良県畜産試験場研究報告　第23号 1996 9 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  1997/5/21奈良県農業試験場業務年報　平成5年度 1994 6 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/5/21奈良県農業試験場業務年報　平成6年度 1995 6 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/5/21奈良県農業試験場業務年報　平成7年度 1996 6 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/5/21「人権教育のための国連10年」資料集 1997 2 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1997/5/22知恵のある豊かさを（省資源・省エネルギー・リサイクル推進データブック） 1996 3 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 生活文化一般  1997/5/22くらしの情報（新聞掲載）平成8年1月～12月  文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1997/5/22委細麺談一部始終  県関係機関 (財)なら・シルクロード博記念国際交流財団 行政資料 生活文化 生活文化一般  1997/5/22奈良県健康マップ 1997 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1997/5/22奈良の畜産　1997 1997 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1997/5/22飼料作物奨励品種と栽培の手引き 1997 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1997/5/22普及活動のあゆみ　平成7年度 1996 3 食と農の振興部 北部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/5/22第6次奈良県職業能力開発計画（平成8年度～12年  産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 能力開発  1997/5/22行政監査報告書　平成5年度 1994 3 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  1997/5/22奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成7年度 1996 7 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  1997/5/22奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成6年度 1995 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/5/22



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成7年度 1996 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/5/22吉野地域森林計画の一部変更書（吉野森林計画区） 1997 2 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/5/22北山・十津川地域森林計画の一部変更書（北山・十津川森林計画区） 1997 2 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/5/22実践・自治体の情報公開－考え方・すすめかた 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 ㈱自治体研究社 1997/5/23ハンドブック消費者　'97 1997 4 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1997/5/23健やかに過ごすための長寿科学 1997 2 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 (財)長寿科学振興財団 1997/5/23公務員制度改革への提言 1997 3 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  1997/5/23男女共同参画2000年プラン&ビジョン 1997 2 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1997/5/23ジェトロ白書・投資編　世界と日本の海外直接投資1997年 1997 3 国関係機関 その他の政府関係機関 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 1997/5/23近畿圏建設計画（平成8年度～平成12年度） 1997 3 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  1997/5/23地方財政計画　平成9年度 1997 2 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政  1997/5/23マルチメディア社会の交通を読む（高度情報化社会における交通に関する調査） 1997 2 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 交通  1997/5/23平成7年分税務統計から見た民間給与の実態 1997 2 国関係機関 国税庁 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  1997/5/23教育の国際化をめざして（日本語教育が必要な外国人子女や帰国子女の教育の現状と課題） 1997 2 国関係機関 総務省 行政資料 教育 教育一般  1997/5/23奈良県伝統産業技術保存記録（奈良筆）平成8年度 1997 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  1997/5/29（第239回定例県議会提出）平成8年度一般会計特別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/5/29すこやか子育て（「遊び」の活性化を進めるために） 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 奈良県すこやか子育て推進懇談会 1997/5/29第16回商工会議所青年部全国大会奈良大会による奈良県への経済効果報告書 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 産業経済一般 (財)奈良コンベンションビューロー 1997/5/29猿谷ダム管理事務所事業概要　平成9年度 1997 4 国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 河川 猿谷ダム管理所 1997/5/29奈良県の大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する計画 1997 3 総務部 総合政策課 行政資料 建設 建築・住宅  1997/5/29風に向かって逞しく走る（平成9年度『寒風溌溂予算』） 1997 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/5/29法人県民税の超過課税 1995 8 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税務  1997/5/29地方自治体への外部監査導入と監査委員の意識調 1997 3 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 総合行政 行政一般  1997/5/29GOOD　COMMUNICATION（気づかなかった差別） 1996 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1997/5/29奈良県47市町村ふるさとウォッチング（なら・漫遊録） 1997 3 総務部 市町村課 行政資料 建設 地域開発 (財)奈良県市町村振興協会 1997/6/11地方教育費調査（平成7会計年度）地方教育行政調査 1997 3 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1997/6/12応援しますあなたのシルバーライフ（高齢者ガイドブッ 1996 4 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1997/6/12民俗博物館研究紀要　第15号 1997 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/6/12土木行政の概要　平成9年度 1997 5 県土マネジメント部 監理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  1997/6/13統計で見る日本のサービス業 1997 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調  総務部 1997/6/161995年農業センサス　第11巻　農村地域環境総合調査報告書 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/6/17日帰り観光レクリエーション統計（第7回・日帰りレジャー回数調査） 1997 4 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 (社)日本観光協会 1997/6/17



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日町おこし村おこし事業総覧　'97年度版 1997 4 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発 (財)経済調査会 1997/6/17通産統計ハンドブック　平成9年版 1997 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  1997/6/17道路行政　平成8年度 1997 1 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 道路 全国道路利用者会議 1997/6/17日本の労働政策　平成9年版 1997 2 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1997/6/17市民活動レポート（市民活動団体基本調査報告書） 1997 4 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 生活文化一般  1997/6/17新国民生活指標　平成9年版 1997 5 国関係機関 内閣府 統計資料 生活環境 生活指標  1997/6/18観光の実態と志向（第17回）平成8年度 1997 4 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 (社)日本観光協会 1997/6/18創意でつくる新たな日本 1997 3 国関係機関 内閣 行政資料 産業経済 経済政策 (財)行政管理研究センター 1997/6/18行政の役割を問いなおす（行政関与の在り方に関する基準） 1997 3 国関係機関 内閣 行政資料 総合行政 行政一般  1997/6/18暮らしを綴るスケッチ日記　'97 1997 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政一般  1997/6/18林家経済調査報告　平成7年度 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 林業 林業一般  総務部 1997/6/18（新ＮＡＰ）奈良県新農業農村振興計画　概要版 1997 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/6/18第240回定例県議会提出議案 1997 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/6/19奈良県貿易実態調査報告書　1996年 1997 3 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般  1997/6/19食料品の購買行動について実態調査報告書 1997 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1997/6/19奈良県腸管出血性大腸菌感染症対策必携 1997 5 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1997/6/19家庭でできる食中毒予防の6つのポイント 1997 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 食品衛生 (社)日本食品衛生協会 1997/6/19電話についての調査報告書（奈良県委託事業） 1997 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  1997/6/19イベントノート（奈良大和路・旅百景）  その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1997/6/19住みよい福祉のまちづくり施設賞　表彰作品集　第1  県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 1997/6/19事業概要　平成9年度 1997 4 国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 道路 奈良国道工事事務所 1997/6/19事業概要　平成9年度 1996 4 国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 河川 大滝ダム工事事務所 1997/6/19事業概要　平成9年度  国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 河川 大和川工事事務 1997/6/19図で見る林業経営　平成7年度 1997 3 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 林業  1997/6/19農林漁業現地情報（奈良県版） 1995 2 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良統計情報事務所 総務部 1997/6/20毎月勤労統計調査地方調査年報　平成8年 1997 3 都道府県 高知県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 1997/6/20ならのけいさつ　'97（みんなのまちのけいさつかん）  その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安  1997/6/23五條市統計書　平成8年版（第13回） 1997 3 奈良県市町村 五條市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1997/6/241995年農業センサス　第9巻　農業総合統計書　第1集　農業総合統計 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/6/241995年農業センサス　第9巻　農業総合統計報告書第2集　農業地域類型別統計 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/6/241995年農業センサス　第9巻　農業総合統計報告書第3集　法人統計 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/6/24吉野郡人材百選 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 奈良県吉野郡地域づくり会議 1997/6/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県林材業の現状と課題（平成8年度林材業活性化検討調査事業報告書） 1997 3 水循環・森林・景観環境部 林業基盤課 行政資料 農林水産 林業  1997/6/27国民経済計算年報　平成9年版 1997 3 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済計算  総務部 1997/6/30大阪国税局統計書　平成6年度 1996 3 国関係機関 近畿財務局以外の財務省所管地方支分部 統計資料 行財政 財務(統計) 大阪国税局 総務部 1997/6/30労働経済の分析　平成9年版  国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1997/6/30地域づくり団体活動事例集 1997 3 都道府県 岐阜県 行政資料 建設 地域開発  1997/6/30都道府県の将来推計人口（平成9年5月推計） 1997 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1997/7/1平成9年版労働経済の分析〈要約〉 1997 6 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1997/7/1奈良県林業統計　平成7年度 1997 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  1997/7/2統計でみる　'96岡山のすがた 1996 4 都道府県 岡山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1997/7/31995年農業センサス　第10巻　事後調査報告書 1997 6 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/7/3資料　労働運動史　平成5年 1997 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1997/7/4失業対策年鑑　平成7年度版 1997 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 (財)労務行政研究所 1997/7/4奈良県林業試験場研究報告　第26号 1996 12 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/7/7業務報告　平成8年度 1997 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/7/7奈良県林試　木材加工資料　№26 1997 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/7/7奈良県林業試験場　林業資料　№12 1997 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/7/8県内社会福祉施設等一覧（平成9年4月現在） 1997 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 (社福)奈良県社会福祉協議会・奈良県福祉人材セン貯蓄動向調査報告　平成8年 1997 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 1997/7/10生産農業所得統計　平成7年 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 1997/7/10吉野川分水（十津川・紀の川土地改良事業）  食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  1997/7/10平成8年10月1日現在推計人口（人口推計資料№68） 1997 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1997/7/10ボランティアのための森林づくりの手引き 1997 3 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/7/10生活衛生年報　平成7年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  1997/7/10奈良県の水道概要　平成7年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  1997/7/10地場産業実態調査報告書　平成8年度 1997 3 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業 奈良県中小企業情報センター 1997/7/14県内製造業におけるリスクマネジメント及び産業の変革についての意識調査　平成8年度 1997 3 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業 奈良県中小企業情報センター 1997/7/14なら女性プラン21（奈良県女性行動計画第二期） 1997 2 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1997/7/14異常気象時における道路通行規制基準及び道路交通情報の連絡について 1997 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  1997/7/16農業改良普及指導計画書　平成9年度  食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/7/16奈良県例規集　1　総規　選挙 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県例規集　2　職員 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28奈良県例規集　3　財務 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28奈良県例規集　4　環境保全　衛生 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28奈良県例規集　5　社会福祉　商工労働 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28奈良県例規集　6　農林 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28奈良県例規集　7　土木 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28奈良県例規集　8　教育・文化 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1997/7/28商業販売統計年報　平成8年 1997 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1997/7/31奈良県の女性政策　平成8年度  文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1997/8/1気象庁年報（全国気象表）平成7年 1996 7 国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象  総務部 1997/8/1くらしの中の税金　平成9年度版 1997 6 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県租税教育推進連絡協議会 1997/8/5研究報告　№23 1997 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1997/8/5平成10年度政府予算編成に関する要望書　平成9年7 1997 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/8/51995年農業センサス　別巻　総合索引書  国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/8/8通商白書（総論）平成9年版 1997 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  1997/8/11通商白書（各論）平成9年版 1997 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  1997/8/11通信白書　平成9年版 1997 5 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  1997/8/11農業白書附属統計表　平成8年度版 1997 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般 (財)農林統計協会 1997/8/11厚生白書　平成9年版 1997 6 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1997/8/11地域医療基礎統計　1997年版 1997 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 1997/8/11ポケット農林水産統計　平成9年版 1997 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報  1997/8/11食糧統計年報　平成7年版 1997 7 国関係機関 食糧庁 統計資料 農業 農業一般  1997/8/11地域経済レポート　'97 1997 5 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1997/8/11六法全書　平成9年版　Ⅰ 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱有斐閣 1997/8/11六法全書　平成9年版　Ⅱ 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱有斐閣 1997/8/11日本の水資源　平成9年版 1997 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  1997/8/11経済白書　平成9年版 1997 7 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1997/8/11公害紛争処理白書　平成9年版 1997 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 環境 環境保全一般 公害等調整委員 1997/8/11WTOサービス貿易一般協定（最近の動きと解説） 1997 6 国関係機関 外務省 行政資料 産業経済 経済政策 (財)日本国際問題研究所 1997/8/11物価を見る目 1997 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1997/8/11障害者の職業能力開発［理論編］ 1997 5 その他 その他団体等 行政資料 労働 能力開発 (社)雇用問題研究会 1997/8/12障害者雇用のための助成制度　平成9年版 1997 6 その他 その他団体等 行政資料 労働 能力開発 (社)財形福祉協会 1997/8/12要覧　1997（平成8年度図書館年報） 1997 6 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良図書館（奈良・橿原） 1997/8/14ボランティア活動ミニガイド 1997 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  1997/8/20学校基本調査速報　平成9年度 1997 8 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  1997/8/28婦人相談の概要（平成8年度婦人相談状況） 1997 4 文化・教育・くらし創造部 中央こども家庭相談センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1997/8/28未来をひらく第二阪奈有料道路 1997 県関係機関 奈良県道路公社 行政資料 建設 道路  1997/8/29奈良県林政の概要　平成9年4月 1997 4 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/9/16



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日林業試験場概要　平成9年度 1997 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1997/9/16吉野林業 1997 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1997/9/16県内企業ガイド　'98  国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 産業経済 産業経済一般 奈良労働局 1997/9/16奈良県の自然公園 1996 3 水循環・森林・景観環境部 森林保全課 行政資料 環境 自然保護  1997/9/16地方自治小六法　平成10年版 1997 9 その他 その他団体等 行政資料 総記 例規/通達/法令 学陽書房 1997/9/17奈良県中小企業団体名簿（平成8年12月31日現在） 1997 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1997/9/22（第241回定例県議会提出）平成9年度一般会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/9/22（新ＮＡＰ）奈良県新農業農村振興計画 1997 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  1997/9/22（第241回定例県議会提出）平成9年度一般会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/9/22総合的建設副産物対策　平成9年度版 1997 7 その他 その他団体等 行政資料 建設 建設・都市整備一般 建設副産物リサイクル広報推進会議 1997/9/241995年農業センサス　第12巻　農村地域環境総合調査類型別報告書第1集　法制上の地域指定別類型編 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/10/11995年農業センサス　第12巻　農村地域環境総合調査類型別報告書第2集　人口動態別類型編 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/10/11995年農業センサス　第12巻　農村地域環境総合調査類型別報告書第3集　農家率別類型編 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 1997/10/1過疎対策の現況（平成8年度版） 1997 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発  1997/10/1地方分権推進委員会第2次勧告関係資料集 1997 8 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱ぎょうせい 1997/10/1奈良県建設関係例規集　1 1983 3 県土マネジメント部 監理課 行政資料 総記 例規/通達/法令  1997/10/1奈良県建設関係例規集　2 1983 3 県土マネジメント部 監理課 行政資料 総記 例規/通達/法令  1997/10/1遊＆ＹＯＵなら・まなびの施設クイズラリーガイドブック 1997 8 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1997/10/3大和川水辺の民俗（平成9年度特別テーマ展図録） 1997 9 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/10/7目で見る医療保険白書（平成9年版） 1997 8 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 医療保険制度研究会 1997/10/8奈良県地震被害想定調査　概要版 1997 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  1997/10/14職員の給与等に関する報告及び勧告（平成9年10月） 1997 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1997/10/15ゆとりなら広告景観基本構想 1997 3 水循環・森林・景観環境部 風致保全課 行政資料 建設 都市計画  1997/10/20災害時気象速報（梅雨前線による平成9年7月6日から13日にかけての西日本と中部地方の大雨） 1997 8 国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象  1997/10/20歴史とロマンの体験道づくり歴史国道  国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 道路  1997/10/20技の都の住人たち（京奈和自動車道沿線めぐり） 1997 6 国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 建設 道路  1997/10/20業務概要　平成9年度  総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  1997/10/21防衛白書　平成9年版 1997 8 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般  1997/10/22全国観光動向（平成7年(度)観光地入込観光客統計） 1997 6 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協 1997/10/22婦人白書　1997 1997 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 日本婦人団体連合会 1997/10/22市民の活動がつくる魅力ある地域 1997 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発  1997/10/22公正な企業間サービス取引を目指して 1997 7 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 経済政策 公正取引委員会 1997/10/22



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日警察白書　平成9年版 1997 9 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 治安  1997/10/22規制緩和白書（97年版） 1997 9 国関係機関 総務省 行政資料 産業経済 経済政策  1997/10/22医療白書　1997年版 1997 10 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 ㈱日本医療企画 1997/10/22ジェトロ白書　貿易編　世界と日本の貿易　1997 1997 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 1997/10/22日本の将来推計人口（平成8年～62年）平成9年1月推計 1997 7 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)厚生統計協会 1997/10/22地方財政統計年報　平成9年版 1997 7 国関係機関 総務省 統計資料 行財政 財政(統計) (財)地方財務協会 1997/10/22最近の人口動態　第33号（平成7年までのあらまし）平成9年 1997 7 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 (財)厚生統計協会 1997/10/22地域公衆衛生の概況　平成9年10月 1997 10 奈良県市町村 奈良市 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 奈良県奈良保健 1997/11/5奈良県中小企業の現況　製本　平成9年～11年 1997 10 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1997/11/12学校基本数一覧表　平成9年度  教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1997/11/12関西文化学術研究都市　奈良県域の概要 1997 5 文化・教育・くらし創造 学研・大学連携室 行政資料 建設 地域開発  1997/11/13少子化と子育て環境の充実 1997 9 都道府県 東京都 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 (財)特別区協議会 1997/11/13奈良大和路特選品（奈良県ブランドカタログ） 1996 10 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 産業経済一般  1997/11/14日本の環境対策は進んでいるか　Ⅱ 1997 10 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  1997/11/14行政管理・総合調整白書（平成9年版総務庁年次報告 1997 11 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  1997/11/14平成10年度政府予算編成に関する要望書　平成9年 1997 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1997/11/19奈良県勢の概要　平成8年度  総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1997/11/20奈良県勢の概要　平成9年度  総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1997/11/20第Ⅵ期まほろば未来塾成果報告書（活動の軌跡） 1997 4 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  1997/11/21道路統計年報（平成7年度）1997年版 1997 10 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通  土木部 1997/11/21奈良県の国民年金　平成9年度版 1997 4 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 社会福祉 社会保険 奈良社会保険事務局 1997/11/26ストップザ・悪徳商法  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  1997/11/28土地利用動向調査　平成9年度 1997 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1997/12/1奈良県の仕事と税金（社会科資料）'97 1997 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  1997/12/2近畿リサーチ・コンプレックス要覧 1997 11 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政計画  1997/12/3（第242回定例県議会提出）平成9年度一般会計特別会計補正予算案その他  12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/12/3（第242回定例県議会提出）平成9年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 1997 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/12/3平成9年3月個人企業営業状況調査報告 1997 10 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1997/12/8関西文化学術研究都市の建設に関する計画（奈良県  文化・教育・くらし創造 学研・大学連携室 行政資料 建設 地域開発  1997/12/8地震調査研究便覧　1997年版 1997 11 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 (財)地震予知総合研究センター 1997/12/17くらしの豆知識　'98年版 1997 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 1997/12/18図説通信白書　平成9年版 1997 10 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  1997/12/18マンガで見る環境白書Ⅳ 1997 11 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  1997/12/18犯罪白書　平成9年版 1997 10 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 治安  1997/12/18現代女性の暮らし方と働き方　消費生活に関するパネル調査（第4年度） 1997 10 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 (財)家計経済研究所 1997/12/18賢くつきあう薬講座 1997 10 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 薬事  1997/12/18



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日日本の地震活動 1997 10 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 (財)地震予知総合研究振興会 1997/12/19物価レポート　'97 1997 10 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 物価  1997/12/19衛生行政業務報告（厚生省報告例）平成8年 1997 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1997/12/19行政機構図　1998年版 1998 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般 (財)行政管理研究センター 1997/12/19（第242回定例県議会提出）平成9年度一般会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/12/24（第242回定例県議会提出）平成9年度一般会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1997/12/24同和対策の概要　平成9年版 1997 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1997/12/25統計で見る　'97岡山のすがた 1997 4 都道府県 岡山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1998/1/8地方分権推進委員会第3次・第4次勧告関係資料集 1997 12 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱ぎょうせい 1998/1/9平成8年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 1997 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  1998/1/9奈良県有財産表　平成9年3月31日現在 1997 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  1998/1/9なら女性プラン21（奈良県女性行動計画（第二期））概 1997 2 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1998/1/12奈良県林業統計　平成8年度 1998 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  1998/1/20県民総スポーツ運動の推進　平成9年度 1997 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1998/1/21なんでやのん？なんでやねん！！ 1997 12 文化・教育・くらし創造 女性センター 行政資料 生活文化 生活文化一般  1998/1/21世界経済白書　平成9年版 1997 11 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1998/1/22現代用語20世紀事典（現代用語の基礎知識1998の別冊付録） 1998 1 その他 その他団体等 行政資料 総記 辞書・辞典 （株）自由国民社 1998/1/22薬物乱用防止の手引き 1997 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1998/1/23地方改善対策提要　1997年11月 1997 11 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 同和  1998/1/23運輸白書　平成9年度 1998 1 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1998/1/26交通事故統計年報　平成8年版 1997 11 その他 その他団体等 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 (財)交通事故総合分析センター 1998/1/26行政代行型法人の透明化・適性化のために 1997 12 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  1998/1/26地方自治便覧　1997 1997 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 (財)地方財務協会 1998/1/26新たな地域づくりへの胎動（今後の地域振興方策に関するアンケート調査結果） 1997 12 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発  1998/1/26都道府県別将来推計人口（平成7年～平成37年　平成9年5月推計） 1997 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  1998/1/26物流センサス（全国貨物純流動調査利用のごあんない）  国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般  総務部 1998/1/30奈良県薬事年報　VOL.46　平成9年11月 1997 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1998/1/30参議院50年のあゆみ 1998 1 国関係機関 国会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般 (財)参友会 1998/2/2都道府県財政指数表　平成8年度  国関係機関 総務省 統計資料 行財政 財政(統計)  総務部 1998/2/9都道府県決算状況調　平成8年度 1998 1 国関係機関 総務省 統計資料 行財政 財政(統計)  総務部 1998/2/9青少年白書　平成9年度版 1998 1 国関係機関 総務省 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1998/2/9行政機関等ガイドブック（滋賀県）平成10年版 1998 1 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般 滋賀行政監察事務所 1998/2/9



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日行政機関等ガイドブック（京都府）平成10年版 1998 1 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般 京都行政監察事務所 1998/2/9行政機関等ガイドブック（大阪府）平成10年版 1998 1 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般 近畿管区行政監察局 1998/2/9行政機関等ガイドブック（兵庫県）平成10年版 1998 1 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般 兵庫行政監察事務所 1998/2/9行政機関等ガイドブック（奈良県）平成10年版 1998 1 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般 奈良行政監察事務所 1998/2/9行政機関等ガイドブック（和歌山県）平成10年版 1998 1 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般 和歌山行政監察事務所 1998/2/9高齢者・障害者へのやさしい接し方ガイドブック  その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 (社福)奈良県社会福祉協議会 1998/2/12年報　平成8年度 1998 1 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/2/17一般旅券発行概要　平成9年 1998 2 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  1998/2/18国民健康保険及び福祉医療事業状況　平成8年度 1998 1 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  1998/2/20奈良県税務統計　平成8年度 1997 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  1998/2/20第21回全国高等学校総合文化祭 1998 2 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 第21回全国高等学校総合文化祭奈良県実行委員 1998/2/20第21回全国高等学校総合文化祭　ビデオ 1998 2 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 第21回全国高等学校総合文化祭奈良県実行委員 1998/2/20公正取引委員会年次報告（独占禁止白書）平成9年版 1997 12 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 経済政策 公正取引委員会 1998/2/25日本の所得格差（国際比較の視点から） 1998 1 国関係機関 内閣府 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  1998/2/25三訂版　図でみる日本の女性データバンク 1998 2 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 大蔵省印刷局 1998/2/25関西・環瀬戸内海圏主要プロジェクト　平成10～11年 1997 12 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政計画 大阪商工会議所 1998/2/25第72次　農林水産省統計表（平成7年～平成8年） 1997 12 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報  1998/2/26奈良県の自然公園 1998 3 水循環・森林・景観環境部 森林保全課 行政資料 環境 自然保護  1998/3/4奈良県地域公害防止計画 1998 2 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1998/3/4知事提出議案説明要旨（第243回定例県議会）  3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/3/5条例その他予算外議案（第243回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/3/5（第243回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/3/5（第243回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/3/5国民生活選好度調査　平成9年度 1998 2 国関係機関 内閣府 統計資料 生活環境 生活指標  総務部 1998/3/9奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第53冊（芝ノ前遺跡） 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 1998/3/9奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第71冊（宮滝遺跡　遺構編） 1996 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 1998/3/9下池山古墳中山大塚古墳調査概報（大和の前期古墳Ⅱ） 1997 10 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 1998/3/9民力　1997年版 1997 6 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 朝日新聞社 1998/3/9地方財政計画　平成10年度 1998 2 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政  1998/3/9



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日臓器の移植に関する法律関係法令通知集 1998 1 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 医療  1998/3/9災害時の地域保健医療活動 1997 4 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/3/9地域保健法による新しい地域保健事業の進め方 1997 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/3/9保健所運営報告　平成7年 1997 9 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1998/3/9独占禁止政策五十年誌　上巻 1997 9 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 経済政策 公正取引委員会 生活環境部 1998/3/11独占禁止政策五十年誌　下巻 1997 9 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 経済政策 公正取引委員会 生活環境部 1998/3/11（第243回定例県議会提出）平成9年度一般会計特別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/3/13（第243回定例県議会提出）平成9年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 1998 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/3/13奈良県推計人口年報　平成9年10月1日現在 1998 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  1998/3/1721世紀の労働を考えるセミナー報告書  産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  1998/3/25管内公衆衛生の概況　平成7年度版 1996 10 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/3/25管内公衆衛生の概況　平成8年度版 1997 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/3/25保健所業務概況（地域保健衛生の概況）平成8年度版 1997 10 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/3/25社会教育調査報告書　平成8年度 1998 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1998/3/25学校保健統計調査報告書　平成９年度 1998 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1998/4/6奈良県公立文化施設ガイドブック 1997 7 文化・教育・くらし創造部 文化会館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県公立文化施設協議会 企画部 1998/4/7奈良県歴史の道整備活用推進事業総合計画　伊勢本街道 1998 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 1998/4/7御所市統計書　平成9年版（第9回） 1998 3 奈良県市町村 御所市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1998/4/8奈良県保健医療計画 1998 3 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 1998/4/8奈良県の結核　平成8年版 1998 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1998/4/8行政情報化に関する提言・報告等資料集（Ⅴ） 1998 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1998/4/9統合型情報キオスクの活用に関する調査研究報告書 1998 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （社）行政情報システム研究所 1998/4/10行政機関におけるＣＡＬＳの適用に関する調査研究報告書（Ⅱ） 1998 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （社）行政情報システム研究所 1998/4/10情報システムの活用による総合窓口の構築に関する調査研究報告書 1998 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （社）行政情報システム研究所 1998/4/10行政サービス向上のための個人コードのあり方に関する調査研究報告書 1998 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （社）行政情報システム研究所 1998/4/10行政機関における衛星通信の活用方策に関する調査研究報告書 1998 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （社）行政情報システム研究所 1998/4/10行政機関におけるネットワーク管理の技術動向に関する調査研究報告書 1998 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （社）行政情報システム研究所 1998/4/10行政機関におけるイントラネットの適用に関する調査研究報告書 1998 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （社）行政情報システム研究所 1998/4/10分散型データベースにおけるコンテンツ表現と記述言語に関する調査研究報告書 1998 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （社）行政情報システム研究所 1998/4/10気候変動監視レポート 1997 11 国関係機関 気象庁 行政資料 環境 環境保全一般 気象庁 1998/4/14道路行政　平成9年度 1998 1 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 道路 全国道路利用者会議 1998/4/15



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日図で見る運輸白書　平成9年度 1998 2 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1998/4/15ジェトロ白書　投資編　世界と日本の海外直接投資1998年 1998 3 国関係機関 その他の政府関係機関 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 1998/4/15イベント情報ファイル　イベント白書’98 1998 2 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 産業経済一般 (社)日本イベント産業振興協会 1998/4/15新時代のまちづくり・みちづくり 1997 12 その他 その他団体等 行政資料 建設 都市計画 都市整備研究会 1998/4/15国・公共団体をめぐる訴訟の現状 1998 3 国関係機関 法務省 行政資料 総合行政 行政一般 法務省訟務局内訟務事務研究会 1998/4/15日本ふるさと百科 1997 12 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 シンクタンクせとうち総合研究機構 1998/4/15「総合学科」の解説と事例 1997 11 その他 その他団体等 行政資料 教育 教育一般 総合学科研究会 1998/4/15新しい高齢者社会の創造 1997 5 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1998/4/15登校拒否問題への取り組みについて－小学校・中学校編－ 1998 3 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 学校教育  1998/4/21学校保健学校安全法令必携 1998 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 1998/4/21金融行政を考える 1998 3 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  1998/4/21老人保健ハンドブック　1997 1997 12 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1998/4/21市区町村別基準地域メッシュ・コード一覧　平成8年10月1日現在 1998 2 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等 総務省統計局 総務部 1998/4/22統計なら　平成9年版（第29回） 1998 3 奈良県市町村 奈良市 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良市 総務部 1998/4/24統計なら特集平成7年国勢調査結果報告 1998 3 奈良県市町村 奈良市 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良市 総務部 1998/4/24橿原市統計書（平成9年版） 1998 3 奈良県市町村 橿原市 統計資料 総記(統計) その他統計資料 橿原市 総務部 1998/4/24生駒市統計書（平成8年版） 1997 3 奈良県市町村 生駒市 統計資料 総記(統計) その他統計資料 生駒市 総務部 1998/4/24人口推計国勢調査結果による補間補正人口 1997 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省 総務部 1998/4/24日本の市区町村位置情報要覧（平成5年度版） 1993 3 国関係機関 国土地理院 統計資料 総記(統計) その他統計資料 国土地理院 総務部 1998/4/24奈良県結核対策特別促進事業予防可能例調査報告書平成8年 1998 3 福祉医療部 健康安全局健康増進課 行政資料 保健衛生 健康  1998/4/27TOKUSHIMA県勢一覧　1997 1997 都道府県 徳島県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1998/5/1大和・木津川地域森林計画書（大和・木津川森林計画区） 1998 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1998/5/6大和・木津川地域森林計画の一部変更書（大和・木津川森林計画区） 1998 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1998/5/6吉野地域森林計画の一斉変更書（吉野森林計画区） 1998 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1998/5/6北山・十津川地域森林計画の一斉変更書（北山・十津川森林計画区） 1998 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1998/5/6「人権教育のための国連10年」奈良県行動計画 1998 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1998/5/6育児・介護休業制度パートタイマーに関する調査（附：セクシュアル・ハラスメントに関する調査）結果報告書 1998 3 産業・観光・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  1998/5/6働く女性のための均等法改正 1998 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  1998/5/6子どもの学習費調査報告書　平成8年度 1998 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1998/5/6「地方教育行政調査」結果　平成9年度 1998 4 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1998/5/6大阪府の人口動向　基礎資料編 1998 3 都道府県 大阪府 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 1998/5/11大阪府の人口動向　解説編 1998 3 都道府県 大阪府 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 1998/5/11大阪府の人口動向　特別集計編 1998 3 都道府県 大阪府 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 1998/5/11



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日鑑別統計　平成9年  国関係機関 法務省所管地方支分部局 統計資料 公安 公安 奈良少年鑑別所 総務部 1998/5/11奈良県の工業（平成8年工業統計調査結果報告書） 1998 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  1998/5/11国際農林水産統計　1997 1998 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般  総務部 1998/5/11統計研修所のあゆみ 1998 3 国関係機関 総務省 行政資料 教育 教育一般  総務部 1998/5/11介護保険　関係法例集 1998 4 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 社会保険 ㈱ぎょうせい 1998/5/11平成8年　事業所・企業統計調査報告　第1巻事業所に関する集計　全国編　その１　全事業所に関する結 1998 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 1998/5/15平成8年　事業所・企業統計調査報告　第2巻事業所に関する集計　都道府県編　29奈良県 その1 1998 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 1998/5/18ＰＲＴＲパイロット事業中間報告－環境汚染物質排出・移動量集計結果－ 1998 5 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  1998/5/19ＰＲＴＲパイロット事業中間報告－環境汚染物質排出・移動量集計結果－解説版 1998 5 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  1998/5/19世界の文化遺跡と日本を考える 1997 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）文化財保護振興財団 1998/5/26奈良県教育　第86集　第855号 1998 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 1998/5/29食料需給表　平成8年度 1998 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般  1998/5/29平成8年分税務統計から見た民間給与の実態 1998 3 国関係機関 国税庁 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  1998/5/29文部統計要覧　平成10年版 1998 4 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  1998/6/2（第244回定例県議会提出）平成9・10年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 1998 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/6/3（第244回定例県議会提出）平成9・10年度一般会計・特別会計補正予算案その他 1998 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/6/3ハンドブック消費者　'98 1998 4 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1998/6/3エコノミストによる教育改革への提言　平成10年 1998 4 国関係機関 内閣府 行政資料 教育 教育一般  1998/6/3よくわかるダイオキシン汚染 1998 5 その他 その他団体等 行政資料 環境 その他の公害 宮田秀明 1998/6/3日本の労働政策　平成10年版 1998 2 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1998/6/3社会保障年鑑　1998年版 1998 6 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 健康保険組合連合会 1998/6/3家庭の未来 1998 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 生活文化 生活文化一般 「家庭の未来」研究会 1998/6/4滋賀のしおり　1998 1997 12 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1998/6/4通産統計ハンドブック　平成10年版 1998 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  1998/6/10農業改良資金関係法令通達集 1997 5 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1998/6/17農業近代化資金等関係法規集　平成10年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1998/6/17農業制度金融のしおり　平成10年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1998/6/17奈良県指定文化財　平成4年度版（第34集） 1994 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1998/6/17奈良県指定文化財　平成7年度版（第37集） 1997 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1998/6/17創立５０周年記念誌 1998 3 福祉医療部 保健環境研究センター 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/6/23奈良県新エネルギー利用促進計画 1998 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  1998/6/23財政事情　平成10年6月1日公表（奈良県公報平成10年6月1日(号外第7号)別冊） 1998 6 総務部 財政課 行政資料 税・財政 税・財政一般  1998/6/29総務庁統計局・統計センター統計調査等関係要綱集 1998 2 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1998/6/29五條市統計書　平成9年版（第14回） 1998 3 奈良県市町村 五條市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1998/6/29単身世帯収支調査年報　平成9年 1998 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 1998/6/29



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日卸売市場の概要 1997 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  1998/6/30飼料作物奨励品種と栽培の手引き 1998 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1998/6/30農業農村整備事業ガイドブック（平成9年10月） 1997 10 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  1998/6/30暮らしを綴るスケッチ日記　'98 1998 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政一般  1998/6/30絵だより　'98（平成10年度・主要プロジェクトのご紹 1998 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1998/6/30奈良県水防計画　平成9年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  1998/6/30業務報告　平成9年度 1998 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1998/7/1奈良県林業試験場研究報告　第27号 1997 12 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1998/7/1奈良県林業試験場　林業資料　№13 1998 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1998/7/1奈良県林試　木材加工資料　№27 1998 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1998/7/1業務概要　平成10年度 1998 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1998/7/3奈良県の商業　―卸売・小売業―（奈良県商業統計調査結果報告書）平成9年 1998 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 1998/7/3大阪国税局統計書　平成7年度 1997 3 国関係機関 近畿財務局以外の財務省所管地方支分部 統計資料 行財政 財務(統計) 大阪国税局 総務部 1998/7/3大阪国税局統計書　平成8年度 1998 3 国関係機関 近畿財務局以外の財務省所管地方支分部 統計資料 行財政 財務(統計) 大阪国税局 総務部 1998/7/3経済要覧　平成10年版 1998 6 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済一般  1998/7/3奈良県健康マップ 1998 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1998/7/6婦人相談の概要（平成9年度婦人相談状況） 1998 4 文化・教育・くらし創造部 中央こども家庭相談センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1998/7/9同和対策事務必携　平成10年度 1998 4 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1998/7/9第37出入国管理統計年報　平成10年版 1998 6 国関係機関 法務省 統計資料 人口・世帯 人口一般  1998/7/9人口推計年報（平成9年10月1日現在推計人口） 1998 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1998/7/13管財課所掌事務関係例規集 1997 2 総務部 管財課 行政資料 総記 例規/通達/法令  1998/7/14奈良県農業試験場業務年報　平成9年度 1998 6 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  1998/7/29奈良県農業試験場研究報告　第29号 1998 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  1998/7/29農業経済研究成果情報　6　平成9年度 1998 7 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農業経済 農業総合研究所 総務部 1998/7/31食糧・農業・農村に関する研究成果選 1998 7 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農林水産一般 農業総合研究所 総務部 1998/7/31異常気象時における道路通行規制基準及び道路交通情報の連絡について 1998 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  1998/8/3奈良県勢要覧　1998 1998 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  1998/8/4県内企業における電子商取引等意識調査報告書 1998 3 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般 奈良県中小企業情報センター 1998/8/4県内企業における情報活用実態調査報告書 1998 3 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般 奈良県中小企業情報センター 1998/8/4県内製造業における産学官連携に関する調査報告書 1998 3 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般 奈良県中小企業情報センター 1998/8/4厚生白書　平成10年版 1998 6 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/8/4物価を見る目 1998 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1998/8/5新国民生活指標　平成10年版 1998 5 国関係機関 内閣府 統計資料 生活環境 生活指標  1998/8/5



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日気候変動監視レポート　1997 1998 5 国関係機関 気象庁 行政資料 環境 環境保全一般  1998/8/5通信白書　平成10年版 1998 5 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  1998/8/5経済白書　平成10年版 1998 7 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1998/8/5通商白書（各論）平成10年版 1998 6 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  1998/8/5通商白書（総論）平成10年版 1998 6 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  1998/8/5農業白書附属統計表　平成9年度版 1998 6 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般 (財)農林統計協会 1998/8/5関西活性化白書　1998年版 1998 5 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 (財)関西産業活性化センター 1998/8/5地域経済レポート　'98 1998 6 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1998/8/5動く　Ｔｈｅ　ｈｅａｌｔｈ　ｍｏｔｉｏｎ 1998 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1998/8/7たばこと健康 1998 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1998/8/7平成8年度県民健康調査報告書　平成10年3月 1998 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1998/8/7くらしの情報（新聞掲載）平成9年1月～12月 1998 1 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1998/8/7枕についての調査報告書　平成10年3月 1998 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 生活文化一般  1998/8/7消費生活　ア・ラ・カルト　No.25  文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  1998/8/7農業試験場成果情報　第3号　平成10年6月 1998 6 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農業経済  1998/8/7日本の水資源　平成10年版 1998 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  1998/8/12ポケット農林水産統計　平成10年版 1998 6 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報  1998/8/12奈良県旅費関係規程集 1973 11 総務部 人事課 行政資料 総記 例規/通達/法令  1998/8/14学校基本数一覧表　平成10年度 1998 5 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 1998/8/21登校拒否（不登校）シンポジウムの記録　平成9年度 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 教育研究所 1998/8/24初任者のための研修の手びき　1998 1998 4 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 教育研究所 1998/8/24所報　第5号 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 1998/8/24奈良県環境資源データブック～奈良県の動物、植物、地形・地質、文化財等～ 1998 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 自然保護  生活環境部 1998/8/25近畿農林水産統計　1997 1997 3 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 近畿農林統計協会協議会 総務部 1998/8/26近畿農林水産統計　1998 1998 5 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 近畿農林統計協会協議会 総務部 1998/8/26土地利用動向調査　平成8年度 1996 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1998/8/28公害紛争処理白書　平成10年版 1998 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 環境 環境保全一般 公害等調整委員 1998/9/1目で見る医療保険白書（平成10年版） 1998 8 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 医療保険制度研究会 1998/9/1過疎対策の現況（平成9年度版） 1998 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発  1998/9/4奈良県給与例規集 1971 8 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総記 例規/通達/法令  1998/9/4原子力白書　平成10年版 1998 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 原子力委員会 1998/9/8食糧統計年報　平成8年版 1998 8 国関係機関 食糧庁 統計資料 農業 農業一般  1998/9/8奈良県薬事指導所報告　第12号 1997 9 福祉医療部 薬事研究センター 行政資料 保健衛生 薬事  1998/9/10地域医療基礎統計　1998年版 1998 7 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 1998/9/17要覧　1998（平成9年度図書館年報） 1998 6 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良図書館（奈良・橿原） 1998/9/17毎月勤労統計調査年報－全国調査－　平成9年 1998 8 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 1998/9/17



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日【内外情勢調査会　知事講演】　明日への基礎固め（平成10年度『寒椿』予算） 1998 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  1998/9/17第48回特別研修･政策研究報告書　平成9年度前期 1998 1 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1998/9/17第49回特別研修･政策研究報告集　平成9年度後期 1998 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1998/9/17自主研究グループ活動報告書　平成9年度 1998 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1998/9/17研修概要　平成8年度  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1998/9/17研修概要　平成9年度  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1998/9/17研修概要　平成10年度  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1998/9/17産業廃棄物処理ハンドブック　平成10年版 1998 9 国関係機関 厚生労働省 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) ㈱ぎょうせい 1998/9/18（第245回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/9/22（第245回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1998/9/22貯蓄動向調査報告　平成9年 1998 7 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 1998/9/29毎月勤労統計調査地方調査年報（賃金・労働時間・雇用の動き）平成18年 2007 12 都道府県 福岡県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 1998/9/29公益法人事務の手引 1998 3 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 1998/10/6磁気媒体等により民間及び都道府県に提供される統計データの概要 1998 8 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1998/10/7環境白書　製本　平成8年度版～9年度版 1997 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1998/10/9保健統計年報　製本　平成6年～7年 1996 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  1998/10/9奈良県中小企業の現況　製本　平成6年～8年 1994 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1998/10/9環境調査報告書（水質編）製本　平成7年度～8年度 1996 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  1998/10/9奈良県市町村要覧　製本　平成5年度～8年度 1994 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  1998/10/9奈良県公報　製本　平成9年1月から3月 1997 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1998/10/9奈良県公報　製本　平成9年4月から6月 1997 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1998/10/9奈良県公報　製本　平成9年7月から9月 1997 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1998/10/9奈良県公報　製本　平成9年10月から12月 1997 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  1998/10/9地価公示（官報製本）平成9年 1997 3 国関係機関 財務省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1998/10/9地価公示（官報製本）平成10年 1998 3 国関係機関 財務省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1998/10/9防衛白書　平成10年版 1998 7 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般  1998/10/12婦人白書　1998 1998 9 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 日本婦人団体連合会 1998/10/12学校の情報公開 1998 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 兼子仁・早川昌秀 1998/10/12奈良県貿易実態調査報告書　1997年(1月～12月) 1998 9 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般  1998/10/12職員の給与等に関する報告及び勧告(平成10年10月) 1998 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1998/10/12地域づくり発見 1998 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 地域開発  1998/10/13全国観光動向（平成8年(度)都道府県別観光地入込客統計) 1998 7 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 (社)日本観光協会 1998/10/13国民栄養の現状（平成8年国民栄養調査成績）平成10 1998 9 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1998/10/13住民基本台帳人口要覧　平成10年版 1998 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会 1998/10/13



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日警察白書　平成10年版 1998 10 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 治安  1998/10/13原子力安全白書　平成9年版 1998 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 原子力安全委員 1998/10/15統計局研究彙報　第56号 1998 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1998/10/15定年なき余暇活動 1998 7 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 瀬沼克彰 1998/10/19規制緩和白書　(98年版) 1998 8 国関係機関 総務省 行政資料 産業経済 経済政策  1998/10/19簡易生命表　平成8年 1998 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 (財)厚生統計協会 1998/10/19最近の人口動態　第34号（平成8年までのあらまし）平成10年 1998 7 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 (財)厚生統計協会 1998/10/19地方財政統計年報　平成10年版 1998 7 国関係機関 総務省 統計資料 行財政 財政(統計) (財)地方財務協会 1998/10/19保育白書　1998年版 1998 7 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 ㈱草土文化 1998/10/21奈良県の気象百年 1997 11 国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 1998/10/27ＰＲＴＲパイロット事業評価報告書 1998 9 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  1998/10/27平成10年3月個人企業営業状況調査報告 1998 10 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1998/10/30奈良県気象月報　平成7年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 1998/11/5奈良県気象月報　平成8年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 1998/11/5奈良県気象月報　平成9年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 1998/11/5奈良県気象月報　平成10年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 1998/11/5奈良県地価調査基準地価格一覧　平成10年 1998 9 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1998/11/5三重県の賃金・労働時間・雇用の動き－毎月勤労統計調査地方調査年報－平成9年 1998 10 都道府県 三重県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 1998/11/5保健所事業概況　平成9年度版 1998 10 奈良県市町村 奈良市 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 奈良県奈良保健 1998/11/13同和対策の概要　平成10年版 1998 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  総務部 1998/11/19平成11年度政府予算編成に関する要望書　平成10年 1998 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1998/11/24奈良県有財産表　平成10年3月31日現在 1998 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 1998/11/27図説通信白書　平成10年版 1998 10 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  1998/12/8くらしの豆知識　'99年版 1998 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 1998/12/8犯罪白書　平成10年版 1998 10 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 治安  1998/12/8ジェトロ白書　貿易編　世界と日本の貿易　1998 1998 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 1998/12/8物価レポート　'98 1998 11 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 物価  1998/12/8道路統計年報（平成8年度）1998年版 1998 10 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通  土木部 1998/12/9工業実態基本調査報告書（第7回）－昭和62年12月31日現在調べ－総括編 1990 3 国関係機関 中小企業庁 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  商工労働部 1998/12/11工業実態基本調査報告書（第7回）－昭和62年12月31日現在調べ－都道府県編（1） 1990 3 国関係機関 中小企業庁 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  商工労働部 1998/12/11工業実態基本調査報告書（第7回）－昭和62年12月31日現在調べ－都道府県編（2） 1990 3 国関係機関 中小企業庁 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  商工労働部 1998/12/11工業実態基本調査報告書（第7回）－昭和62年12月31日現在調べ－繊維工業編 1990 3 国関係機関 中小企業庁 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  商工労働部 1998/12/11工業実態基本調査報告書（第7回）－昭和62年12月31日現在調べ－木材・家具・その他工業編 1990 3 国関係機関 中小企業庁 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  商工労働部 1998/12/11工業実態基本調査報告書（第7回）－昭和62年12月31日現在調べ－パルプ・紙・出版・印刷工業編 1990 3 国関係機関 中小企業庁 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  商工労働部 1998/12/11都道府県統計機構等の現況（総括編） 1998 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1998/12/11都道府県統計機構等の現況（都道府県編） 1998 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1998/12/11



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日経営の改善をめざして  国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農業経済  総務部 1999/1/7管内公衆衛生の概況（保健所業務概況）平成9年度版 1998 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 1999/1/7平成9年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 1998 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 1999/1/7水質試験年報　平成9年度 1998 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 1999/1/8土地利用動向調査　平成10年度 1998 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1999/1/12主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告書）平成9年度～11年度 1998 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/1/12（第246回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/1/12（第246回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/1/12（第246回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計補正予算案その他  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/1/12（第246回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/1/12知事提出議案説明要旨（第246回定例県議会）  12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/1/12データでみる県勢　1999年版 1998 12 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 (財)矢野恒太記念会 1999/1/28数字でみる鉄道　1998年版 1998 10 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 鉄道・自動車保有台数 (財)運輸政策研究機構 1999/1/28マンガで見る環境白書Ⅴ 1998 12 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  1999/1/28運輸白書　平成10年度 1999 1 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1999/1/28行政管理・総合調整白書（平成10年版総務庁年次報 1998 12 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  1999/1/28最新日本語活用事典（現代用語の基礎知識1999の別冊付録） 1999 1 その他 その他団体等 行政資料 総記 辞書・辞典 （株）自由国民社 1999/1/28世界経済白書　平成10年版 1998 11 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1999/1/28医療白書　1998年版 1998 12 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 ㈱日本医療企画 1999/1/28交通事故統計年報　平成9年版 1998 12 その他 その他団体等 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 (財)交通事故総合分析センター 1999/1/28ビジュアルデータ　平成9年版 1998 11 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 (財)交通事故総合分析センター 1999/1/28民間給与の実態（平成10年版） 1998 11 国関係機関 人事院 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  1999/2/4日本農業年鑑　1999年版 1998 12 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農林水産一般 日本農業年鑑刊行会 1999/2/4毎月勤労統計調査特別調査報告　平成10年 1998 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 1999/2/9地方自治便覧　1998 1999 1 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 (財)地方財務協会 1999/2/9管内公衆衛生の概況　平成9年度版 1998 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1999/2/15年報　平成9年度 1999 1 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1999/2/19一般旅券発行概要　平成10年 1999 2 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  1999/2/22条例その他予算外議案（第247回定例県議会提出）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/2/23（第247回定例県議会提出）平成11年度一般会計特別会計予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/2/23（第247回定例県議会提出）平成11年度一般会計特別会計予算に関する説明書  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/2/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日一般会計特別会計予算案の概要　製本　平成9年度～10年度 1997 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/2/23知事提出議案説明要旨（第247回定例県議会） 1999 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/2/24奈良県遺跡地図　第1分冊 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 教育委員会 1999/2/24奈良県遺跡地図　第2分冊 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 教育委員会 1999/2/24奈良県遺跡地図　第3分冊 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 教育委員会 1999/2/24奈良県遺跡地図　第4分冊 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 教育委員会 1999/2/24国民健康保険及び福祉医療事業状況　平成9年度 1999 2 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  1999/3/2奈良県推計人口年報　平成10年10月1日現在 1999 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1999/3/2奈良県税務統計　平成9年度 1998 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 1999/3/2千葉県統計図表コンクール作品集　平成9年度 1998 3 都道府県 千葉県 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1999/3/5奈良県の工業（平成9年工業統計調査結果報告書） 1999 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 1999/3/5学校保健統計調査結果概要　平成10年度 1999 2 都道府県 東京都 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1999/3/5福島県の人口（福島県現住人口調査年報）平成8年版 1997 3 都道府県 福島県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 1999/3/5福島県の人口（福島県現住人口調査年報）平成9年版 1998 3 都道府県 福島県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 1999/3/5京都市の推計人口（平成9年10月～平成10年10月）－京都市推計人口統計調査結果報告－ 1999 1 都道府県 京都府 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 京都市 総務部 1999/3/5静岡県推計人口年報　平成10年 1999 2 都道府県 静岡県 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1999/3/5（第247回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計補正予算案その他 1999 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/3/9（第247回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 1999 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/3/9知事提出議案説明要旨（第247回定例県議会） 1999 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/3/9北山・十津川地域森林計画の一斉変更計画書（北山・十津川森林計画区） 1999 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1999/3/9大和・木津川地域森林計画の一斉変更計画書（大和・木津川森林計画区） 1999 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1999/3/9吉野地域森林計画書（吉野森林計画区） 1999 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1999/3/9奈良県の野鳥 1997 11 水循環・森林・景観環境部 森林保全課 行政資料 環境 自然保護  農林部 1999/3/12奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第70冊（石榴垣内遺跡） 1997 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 1999/3/15奈良県文化財調査報告書　第73集（福ｹ谷遺跡・白川火葬墓群発掘調査報告書）1996 1996 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 1999/3/15奈良県文化財調査報告書　第76集（平城京左京三条三坊八坪　東三坊坊間路西側溝の調査）1998 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 1999/3/15奈良県文化財調査報告書　第77集（小山戸城跡）1998 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 1999/3/15



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県文化財調査報告書　第82集（越部古墳　越部1・2号墳発掘調査報告書）1997 1997 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 1999/3/15農林漁業現地情報（奈良県版） 1999 2 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良統計情報事務所 総務部 1999/3/16京都府の人口（京都府推計人口調査結果）平成9年10月1日現在 1998 3 都道府県 京都府 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1999/3/19みやざき　人の動き 1998 3 都道府県 宮崎県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 1999/3/19茨城県の人口（年齡別）平成10年10月1日現在 1998 11 都道府県 茨城県 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1999/3/19山梨県常住人口調査結果報告　平成9年度 1998 3 都道府県 山梨県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 1999/3/19人口の動き（平成9年中） 1998 3 都道府県 東京都 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 1999/3/19香川県人口移動調査報告　平成9年 1998 3 都道府県 香川県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 1999/3/19千葉県年齡別・町丁字別人口　平成10年度 1998 8 都道府県 千葉県 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1999/3/19茨城県の人口（町丁字別）平成10年4月1日現在 1998 8 都道府県 茨城県 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1999/3/19東京都世帯数の予測 1996 3 都道府県 東京都 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1999/3/19学校保健統計調査報告書　平成１０年度 1999 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1999/3/25奈良県気象月報　平成11年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 1999/3/30知事提出議案説明要旨（第247回定例県議会） 1999 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/4/2（第247回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計補正予算案その他 1999 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/4/2（第247回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 1999 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/4/2条例その他予算外議案（第247回定例県議会提出）  2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/4/2奈良県気象年報　平成10年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 1999/4/6奈良県新総合計画のあゆみ（前期中間まとめ） 1999 3 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  1999/4/6「地方教育行政調査」結果　平成10年度 1999 1 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 1999/4/6絵だより　'99（平成11年度・主要プロジェクトのご紹 1999 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 1999/4/7暮らしを綴るスケッチ日記　'99 1999 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 1999/4/7平成9年度全国アンケート結果（農業者・漁業者モニター）－生産者自らが積極的に携わる農畜水産物流通の取組等について 1998 12 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 畜産  総務部 1999/4/13平成10年度第1回全国アンケート結果（能生業者モニター，流通加工業者モニター，消費情報提供協力者）－有機農産物及び有機食品の検査・認証等に関する意向について－ 1998 12 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  総務部 1999/4/13平成10年度第2回全国アンケート結果（農業者モニター，流通加工業者モニター，消費情報提供協力者）－食糧・農業・農村に関する意向等について－ 1998 11 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農業経済  総務部 1999/4/13橿原市統計書　平成10年版 1999 3 奈良県市町村 橿原市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1999/4/13統計なら　平成10年版（第30回） 1999 3 奈良県市町村 奈良市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1999/4/13生駒市統計書（平成9年版） 1998 3 奈良県市町村 生駒市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1999/4/14御所市統計書　平成10年版（第10回） 1999 3 奈良県市町村 御所市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1999/4/14



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日統計基準年報　平成9年度 1999 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 1999/4/14奈良県の結核　平成9年版 1999 1 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 1999/4/15商工労働部主要施策の概要　平成11年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 1999/4/15熊本県勢要覧　平成9年版 1998 3 都道府県 熊本県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1999/4/15奈良県中小企業団体名簿（平成11年1月31日現在） 1999 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 1999/4/15行政サービス向上のためのＩＣカードの総合利用に関する調査研究報告書 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1999/4/16リエンジニアリングに対応した行政情報システムの再構築に関する調査研究報告書 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1999/4/16地理情報システム（ＧＩＳ）の整備及び社会的活用に関する調査研究報告書 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1999/4/16行政文書の電子的活用の高度化に関する調査研究報告書 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1999/4/16行政機関におけるデータウェアハウスの構築に関する調査研究報告書 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1999/4/16モバイルコンピューティングの行政機関への導入に関する調査研究報告書 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1999/4/16行政機関におけるパソコンの利用とその支援機能に関する調査研究報告書 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1999/4/16行政情報化に関する資料集（Ⅵ） 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 1999/4/16第73次　農林水産省統計表（平成8年～9年） 1998 12 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 (財)農林統計協会 1999/4/16老人保健事業報告　平成8年度 1998 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 1999/4/16保健所運営報告　平成8年 1997 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 1999/4/19医療施設調査（静態調査・動態調査）病院報告－上巻（全国編）－平成8年 1998 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 1999/4/19医療施設調査（静態調査・動態調査）病院報告－下巻（都道府県編）－平成8年 1998 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 1999/4/19衛生行政業務報告（厚生省報告例）平成9年度 1999 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 1999/4/21民力　1998年版 1998 6 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 朝日新聞社 1999/4/21日帰り観光レクリエーション統計（第8回・日帰りレジャー回数調査） 1999 1 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協会 1999/4/21地方財政計画　平成11年度 1999 2 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政  1999/4/21三訂版　図でみる日本の女性データバンク 1998 2 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 大蔵省印刷局 1999/4/21ジェトロ投資白書　世界と日本の海外直接投資　1999 1999 3 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 1999/4/21食料白書　1999年版 1999 2 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農業経済 (財)食料・農業政策研究センター 1999/4/21学校を変える、子どもが変わる 1999 2 その他 その他団体等 行政資料 教育 学校教育 滝　充 1999/4/21オーストラリア地方自治体論 1998 12 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 久保田治郎 1999/4/21公正取引委員会年次報告（独占禁止白書）平成10年 1998 11 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 経済政策 公正取引委員会 1999/4/21図でみる運輸白書　平成10年度 1999 2 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1999/4/21青少年白書　平成10年度版 1999 2 国関係機関 総務省 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1999/4/21林家経済調査報告　平成9年度 1999 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 林業 林業一般  総務部 1999/4/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日生産農業所得統計　平成9年 1999 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 1999/4/28奈良県の工業　製本　平成6～年7年 1996 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 1999/5/7市町村税政の概要　製本　平成6年度～7年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1999/5/7主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）製本　平成6年度～8年度  総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/5/7奈良県地価調査基準地価格一覧　製本　昭和61年～平成4年 1986 県土マネジメント部 監理課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1999/5/7奈良県地価調査基準地価格一覧　製本　平成5年～9 1993 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1999/5/7市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本平成6年度 1996 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  1999/5/7市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本平成7年度 1997 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  1999/5/7奈良県の商業　製本（昭和63年～平成4年） 1989 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 1999/5/10奈良県林政の概要　製本（平成6年～8年） 1994 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1999/5/10国民健康保険及び福祉医療事業状況　製本　平成5年度～7年度 1993 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  1999/5/10商工労働統計要覧　平成10年度 1999 3 都道府県 島根県 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1999/5/11賃金事情調査報告書　平成10年度 1999 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  1999/5/13農業改良資金関係法令通達集 1999 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1999/5/13業務年報　平成9年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1999/5/13奈良県教育　第87集　第856号 1999 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 1999/5/13近畿の朝市・産地直売所一覧 1999 2 国関係機関 近畿農政局 行政資料 農林水産 農業経済  1999/5/13奈良県の水道概要　平成8年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 1999/5/13福井県の推計人口　平成10年10月1日現在 1999 3 都道府県 福井県 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1999/5/14富山県の人口（富山県人口移動調査結果報告書）平成10年 1999 2 都道府県 富山県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査  総務部 1999/5/14千葉県毎月常住人口調査報告書年報　平成10年 1999 3 都道府県 千葉県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 1999/5/14滋賀県推計人口年報　平成10年 1999 3 都道府県 滋賀県 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 1999/5/14地方分権への道標－地域からの挑戦－ 1999 3 都道府県 静岡県 行政資料 総合行政 行政一般  都道府県 1999/5/19平成9年　農業経営統計調査報告　農業経営動向統計 1999 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 1999/5/19平成9年　農業経営統計調査報告　野菜・果樹品目別統計 1999 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 1999/5/19特別区の産業振興に関する調査報告書－製造業支援策と広域的連携を中心に－「集計結果編」 1999 3 都道府県 東京都 行政資料 産業経済 商・鉱工業 (財)特別区協議会 総務部 1999/5/19京都市統計書　平成10年版 1999 3 都道府県 京都府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 京都市 総務部 1999/5/20鉱工業指数のしくみと見方 1999 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 1999/5/20生涯学習放送資料　平成10年度 1999 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 教育委員会 1999/5/21（第244回　定例県議会提出議案書中）奈良県出資法人の経営状況について（別冊集） 1998 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/6/14ふるさと賛歌（津田洋甫写真集）大塔村 1997 3 奈良県市町村 大塔村 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 大塔村 総務部 1999/6/15



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日みんなで進める観光振興アクション・プログラム－奈良県観光振興行動計画－ 1999 3 産業・観光・雇用振興部 観光交流局文化観光課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1999/6/15都市交通年報　平成10年版 1999 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 (財)運輸政策研究機構 1999/6/18資料　賃上げの実態（賃金引上げ等の実態に関する調査報告） 1999 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  1999/6/18食料需給表　平成9年度 1999 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般  1999/6/18平成9年分税務統計から見た民間給与の実態 1999 3 国関係機関 国税庁 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  1999/6/18観光の実態と志向（第18回）平成10年度 1999 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協 1999/6/18統計からみた岐阜県経済と県民生活　平成10年版 1999 3 都道府県 岐阜県 統計資料 経済 経済一般  総務部 1999/6/21富山県行政資料目録（追録5） 1999 1 都道府県 富山県 行政資料 総記 資料目録  総務部 1999/6/21差別のない雇用をめざして（公正採用選考人権啓発推進員研修資料）平成10年版 1998 4 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 奈良労働局 1999/6/21年度更新のハンドブック（労働保険事務組合用）平成11年度  国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用保険 奈良労働局 1999/6/21雇用継続給付のガイドブック  国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 奈良労働局 1999/6/21雇用保険の事務手続　平成11年度  国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用保険 奈良労働局 1999/6/21奈良県勤労者福祉施設のごあんない  国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 勤労者福祉 奈良労働局 1999/6/21同和対策事務必携　平成11年度 1999 4 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1999/6/21知事提出議案説明要旨（第249回定例県議会） 1999 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/6/22第249回定例県議会提出議案 1999 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/6/22（第249回定例県議会提出）平成10年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 1999 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1999/6/22（第249回　定例県議会提出議案書中）奈良県出資法人の経営状況について（別冊集） 1999 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/6/22地方分権推進計画 1998 5 国関係機関 内閣府 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 1999/6/22第2次地方分権推進計画 1999 3 国関係機関 内閣府 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 1999/6/22平成7年産業連関表－総合解説編－ 1999 5 国関係機関 総務省 統計資料 経済 産業関連表  総務部 1999/6/28平成7年産業連関表－計数編(1)－ 1999 5 国関係機関 総務省 統計資料 経済 産業関連表  総務部 1999/6/28平成7年産業連関表－計数編(2)－ 1999 5 国関係機関 総務省 統計資料 経済 産業関連表  総務部 1999/6/28なら・半日交通圏道路網構想実現化プラン 1999 6 県土マネジメント部 道路建設課 行政資料 建設 道路  土木部 1999/6/29奈良県中小企業融資制度要綱集　平成11年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  1999/6/29中小企業のための金融案内　平成11年度 1999 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  1999/6/29研究紀要　第1号 1999 3 都道府県 東京都 行政資料 生活文化 生活文化一般 東京都公文書館 1999/6/30奈良県の国民年金　平成10年度版 1998 4 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 社会福祉 社会保険 奈良社会保険事務局 1999/6/30国民年金事業報告　平成9年度 1998 11 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 社会福祉 社会保険 奈良社会保険事務局 1999/6/30市町村税政の概要　製本　平成10年度～11年度 1999 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  1999/6/30異常気象時における道路通行規制基準及び道路交通情報の連絡について 1999 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  土木部 1999/7/7図説　漁業白書　平成10年度 1999 6 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 水産 (財)農林統計協会 1999/7/8読売年鑑　1999年版　別冊　分野別人名録 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 1999/7/8首都圏白書　平成11年版 1999 5 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  1999/7/9



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日日本の労働政策　平成11年版 1999 2 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1999/7/9通産統計ハンドブック　平成11年版 1999 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  1999/7/9経済要覧　平成11年版 1999 4 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済一般  1999/7/9地方財政統計年報　平成9年度 1999 6 国関係機関 総務省 統計資料 行財政 財政(統計)  総務部 1999/7/12シニアリーダーバンク登録者名簿　平成10年度版 1998 3 県関係機関 (財)奈良県長寿社会推進センター 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  県関係機関 1999/7/12奈良県保健医療計画（平成10年12月一部修正） 1998 12 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 1999/7/12北和地域保健医療計画 1998 12 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 1999/7/12中和地域保健医療計画 1998 12 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 1999/7/12南和地域保健医療計画 1998 12 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 1999/7/12ストップザ・悪徳商法　総集編 1998 12 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  生活環境部 1999/7/13ストップザ・悪徳商法　高齢者編 1998 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  生活環境部 1999/7/13ストップザ・悪徳商法　若者編 1998 12 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  生活環境部 1999/7/13ハンドブック消費者　'99 1999 5 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  生活環境部 1999/7/13くらしの豆知識　'99 1998 11 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  生活環境部 1999/7/13事業概要　平成11年度  県関係機関 (財)奈良県長寿社会推進センター 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  県関係機関 1999/7/14すこやか奈良ヘルスプラン（分冊）若い女性と健康づく 1999 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 1999/7/14すこやか奈良ヘルスプラン（分冊）安らぐ 1999 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 1999/7/14すこやか奈良ヘルスプラン（分冊）食べる 1998 11 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 1999/7/14日本の就業構造　平成9年　就業構造基本調査の解説 1999 3 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 1999/7/14建築協定ガイドブック 1999 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 建築・住宅  土木部 1999/7/16住みよい福祉のまちづくり施設賞　第2回　表彰作品 1998 6 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 1999/7/16住みよい福祉のまちづくり施設賞　第3回　表彰作品 1999 5 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 1999/7/16近畿の運輸行政　平成11年度 1999 6 国関係機関 近畿地方運輸局 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1999/7/16平成12年度政府予算編成に関する要望書　平成11年 1999 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/7/21所報　第6号 1999 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 1999/7/21第9回不登校シンポジウムの記録　平成10年度 1999 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 教育研究所 1999/7/21初任者のための研修の手びき　1999 1999 4 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 教育研究所 1999/7/21奈良県勢要覧　1999 1999 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 1999/7/23業務報告　平成10年度 1999 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1999/8/2奈良県林試　木材加工資料　№28 1999 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1999/8/2奈良県林業試験場　林業資料　№14 1999 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1999/8/2奈良県林業試験場研究報告　第28号 1998 12 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  1999/8/2日本の新文化創造エリア　京滋奈三・広域交流圏の形成をめざして 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政計画 京滋奈三・広域交流圏研究会 1999/8/6第50回特別研修･政策研究報告集　平成10年度前期 1999 1 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1999/8/6第51回特別研修･政策研究報告集　平成10年度後期 1999 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1999/8/6自主研究グループ活動報告書　平成10年度 1999 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  1999/8/6五條市統計書　平成10年版（第15回） 1999 3 奈良県市町村 五條市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1999/8/17



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県鉱工業生産指数（平成7年基準）平成10年 1999 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 1999/8/17統計調査総覧　平成10年 1999 4 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 1999/8/17社会保障年鑑　1999年版 1999 7 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 健康保険組合連合会 1999/8/19公害紛争処理白書　平成11年版 1999 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 環境 環境保全一般 公害等調整委員 1999/8/19経済白書　平成11年版 1999 7 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1999/8/19通商白書（総論）平成11年版 1999 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  1999/8/19通商白書（各論）平成11年版 1999 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  1999/8/19統計でみる神奈川 1996 3 都道府県 神奈川県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1999/8/20貯蓄動向調査報告　平成10年 1999 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 1999/8/25単身世帯収支調査年報　平成10年 1999 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 1999/8/25気候変動監視レポート　1998 1999 5 国関係機関 気象庁 行政資料 環境 環境保全一般  1999/8/31くらしと物価（平成11年版） 1999 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1999/8/31新国民生活指標　平成11年版 1999 7 国関係機関 内閣府 統計資料 生活環境 生活指標  1999/8/31物価を見る目（平成11年版） 1999 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  1999/8/31第38出入国管理統計年報　平成11年版 1999 6 国関係機関 法務省 統計資料 人口・世帯 人口一般  1999/8/31通信白書　平成11年版 1999 6 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  1999/8/31地域医療基礎統計　1999年版 1999 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 1999/8/31日本の水資源　平成11年版 1999 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  1999/8/31地域経済レポート　'99 1999 7 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1999/8/31関西活性化白書　1999年版 1999 5 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 （財）関西産業活性化センター 1999/8/31目で見る医療保険白書（平成11年版） 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 医療保険制度研究会 1999/8/31文部統計要覧　平成11年版 1999 6 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  1999/9/8ポケット農林水産統計　平成11年版 1999 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報  1999/9/8農業白書附属統計表　平成10年度版 1999 6 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般 （財）農林統計協 1999/9/8奈良県の仕事と税金（社会科資料）'98 1998 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 1999/9/16【内外情勢調査会　知事講演】　「なら」の魅力を創造・発信（平成11年度「寒稽古予算」） 1999 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/9/16県議会時報なら　平成11年　製本　No.198～201 1999 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 1999/9/16要覧　1999（平成10年度図書館年報） 1999 6 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良図書館（奈良・橿原） 1999/9/16保健所事業概況　平成10年度版 1999 9 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 1999/9/16軽スポーツガイドブック（第3版） 1993 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 1999/9/16奈良県公営体育施設情報　平成10年  教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 1999/9/16奈良県児童・生徒の体力・運動能力調査報告書　平成10年度 1999 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 1999/9/16県民総スポーツ運動の推進　平成11年度 1999 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 1999/9/16業務概要　平成11年度 1999 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 1999/9/21



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日もしもの洪水に備えて（大和川洪水氾濫情報） 1999 国関係機関 近畿地方整備局 行政資料 防災・防犯 治山・治水 大和川工事事務 1999/9/21（第250回定例県議会提出）平成11年度一般会計補正予算案その他 1999 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/9/27（第250回定例県議会提出）平成11年度一般会計補正予算に関する説明書 1999 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/9/27知事提出議案説明要旨（第250回定例県議会） 1999 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/9/27奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成10年度 1999 8 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  1999/9/27奈良県病院事業費特別会計決算書　平成10年度  福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/9/27鬼・まじないの世界（平成11年度特別展図録） 1999 9 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 1999/9/29奈良県地価調査基準地価格一覧　平成11年 1999 9 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  1999/9/29生涯学習ボランティア活動総合推進事業報告書　平成10年度 1999 3 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  教育委員会 1999/10/116ミリ映写機の取扱について  教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 教育委員会 1999/10/1生涯学習推進指導者養成研修　研修集録　平成10年度  教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県社会教育センター 教育委員会 1999/10/1せせらぎ村開村記（平成10年度フロンティア・アドベンチャー事業実施報告書）青少年の野外活動推進事業 1999 3 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  教育委員会 1999/10/1家庭教育学級の参考資料－学習プログラム－ 1999 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県社会教育センター 教育委員会 1999/10/1農業経済研究成果情報　No7　平成10年度 1999 9 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農業経済 農業総合研究所 総務部 1999/10/5犯罪統計書　平成10年  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  1999/10/5地方自治小六法　平成12年版 1999 10 その他 その他団体等 行政資料 総記 例規/通達/法令 学陽書房 1999/10/6婦人白書　1999 1999 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 日本婦人団体連合会 1999/10/6防衛白書　平成11年版 1999 8 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般  1999/10/6都道府県・政令指定都市別全国プロジェクト要覧1999年度版 1999 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政計画 ㈱月刊同友社 1999/10/6民力　1999年版 1999 6 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 朝日新聞社 1999/10/8国民栄養の現状（平成9年国民栄養調査結果） 1999 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1999/10/8気象年鑑　1999年版 1999 8 国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象  1999/10/8全国観光動向（平成9年(度)都道府県別観光地入込客統計） 1999 7 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 (社)日本観光協会 1999/10/8出入国管理関係統計概要　平成10年 1999 7 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 人口一般 (財)入管協会 1999/10/8原子力安全白書　平成10年版 1999 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 原子力安全委員 1999/10/8規制緩和白書（99年版） 1999 9 国関係機関 総務省 行政資料 産業経済 経済政策  1999/10/8保育白書　1999年版 1999 8 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 (株)草土文化 1999/10/8介護保険制度（実践編）Ｑ＆Ａ 1999 8 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 社会保険 イマジン自治情報センター 1999/10/8産業廃棄物処理ハンドブック　平成11年版 1999 6 国関係機関 厚生労働省 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) （株)ぎょうせい 1999/10/12職員の給与等に関する報告及び勧告（平成11年10月） 1999 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 1999/10/15住民基本台帳人口要覧　平成11年版 1999 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会 1999/10/15



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日国公立大学ガイドブック　平成12年度版 1999 6 国関係機関 その他の政府関係機関 行政資料 教育 学校教育 国立大学協会・公立大学協会・大学入試センター 1999/10/15簡易生命表　平成9年 1999 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 (財)厚生統計協会 1999/10/18老人保健事業報告　平成9年度 1999 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 1999/10/18最近の人口動態　第35号（平成9年までのあらまし）平成11年 1999 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 (財)厚生統計協会 1999/10/18職業安定・雇用保険　業務年報　平成10年度 1999 9 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 職業安定 奈良労働局 1999/10/18医療施設調査（動態）病院報告－上巻（全国編）－平 1999 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 1999/10/21医療施設調査（動態）病院報告－下巻（都道府県版）－平成9年 1999 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協会 1999/10/21補助金総覧　平成11年度 1999 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 日本電算企画 1999/10/21厚生白書　平成11年版 1999 8 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  1999/10/21余暇・レジャー総合統計年報　'99 1999 8 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （株）食品流通情報センター 1999/10/21イベント情報ファイル　イベント白書　'99 1999 7 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 産業経済一般 （社）日本イベント産業振興協会 1999/10/21ジェトロ貿易白書　1999 1999 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 1999/10/21奈良県の下水道　平成9年度  県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道  土木部 1999/10/26奈良県林政の概要　平成11年4月 1999 4 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 1999/11/10行財政リポート107（都道府県版平成11年7～9） 1999 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （社）地方行財政調査会 総務部 1999/11/11平成11年3月個人企業営業状況調査報告 1999 10 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 1999/11/11数字でみる鉄道　1999年版 1999 10 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 鉄道・自動車保有台数 (財)運輸政策研究機構 1999/11/16くらしの豆知識　2000年版 1999 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 1999/11/16全国市町村要覧（平成11年版） 1999 11 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 市町村自治研究 1999/11/16地域経済総覧　2000 1999 10 その他 その他団体等 統計資料 経済 経済一般 東洋経済新報社 1999/11/16警察白書　平成11年版 1999 9 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 治安  1999/11/16同和対策の概要　平成11年版 1999 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1999/11/24平成12年度政府予算編成に関する要望書　平成11年 1999 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/11/24土地利用動向調査　平成11年度 1999 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1999/11/26奈良県有財産表　平成11年3月31日現在 1999 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 1999/11/30知事の県政に関する所信と提出議案説明要旨（第251回定例県議会） 1999 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/12/2（第251回定例県議会提出）平成11年度一般会計特別会計補正予算案その他 1999 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/12/2（第251回定例県議会提出）平成11年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 1999 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/12/2主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成10年度 1999 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/12/3水質試験年報　平成10年度 1999 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 1999/12/3関係市町村同和対策事業予算一覧表　平成11年度  その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 同和 奈良県市町村同和対策協議会連 1999/12/7



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日（第251回定例県議会提出）平成11年度一般会計特別会計補正予算案その他 1999 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/12/8（第251回定例県議会提出）平成11年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 1999 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 1999/12/8奈良県農林部事業の概要　平成11年度 1999 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 1999/12/14統計でみる日本　2000年版 1999 10 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1999/12/15地方改善対策提要　1999年11月 1999 11 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 同和 地方改善研究会 総務部 1999/12/15管内公衆衛生の概況　平成10年度版 1999 11 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 1999/12/17奈良県歳入歳出決算報告書　平成10年度 1999 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  1999/12/17奈良県薬事年報　VOL.48　平成11年11月 1999 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1999/12/20医療白書　1999年版 1999 11 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 （株）日本医療企 1999/12/24国民医療費　平成9年度 1999 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 1999/12/24第74次　農林水産省統計表（平成9年～10年） 1999 10 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 （財）農林統計協会 1999/12/24犯罪白書　平成11年版 1999 11 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 治安  1999/12/24世界経済白書　平成11年版 1999 11 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  1999/12/24データでみる県勢　2000年版 1999 12 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）矢野恒太記念会 1999/12/24公正取引委員会年次報告（独占禁止白書）平成11年 1999 11 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 経済政策 公正取引委員会 1999/12/24過疎対策の現況（平成10年度版） 1999 9 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 過疎地域活性化対策研究会 1999/12/24ビジュアルデータ　平成10年版 1999 8 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 （財）交通事故総合分析センター 1999/12/28交通事故統計年報　平成10年版 1999 9 その他 その他団体等 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 (財)交通事故総合分析センター 1999/12/28日本農業年鑑　2000年版 1999 12 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農林水産一般 日本農業年鑑刊行会 1999/12/28地方自治便覧　1999 1999 12 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 1999/12/28道路統計年報（平成9年度）1999年版 1999 10 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通  土木部 1999/12/28平成10年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 1999 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2000/1/7求職状況実態調査報告（労働力調査附帯調査）（平成10年9月，11月調査） 1999 12 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 労働力調査  総務部 2000/1/7物価レポート　'99 1999 12 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 物価  生活環境部 2000/1/12日本の国際観光統計　1998年版 1999 9 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （財）国際観光サービスセンター 2000/1/14住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢別人口（平成11年10月1日現在） 1999 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2000/1/14統計からみた茨城　Vol.30 1999 3 都道府県 茨城県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2000/1/17統計指標　ふるさとウォッチング　平成11年度版 1999 9 都道府県 栃木県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2000/1/17「子どもの学習費調査」結果　平成10年度 2000 1 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2000/1/26障害者雇用促進法の逐条解説 1999 10 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  2000/1/26民間給与の実態（平成11年版） 1999 12 国関係機関 人事院 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  2000/2/3行政機構図　2000年版 2000 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 2000/2/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日運輸白書　平成11年度 2000 1 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  2000/2/3マンガで見る環境白書Ⅵ 1999 12 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  2000/2/3ＩＴＳ白書　1999→2000 1999 9 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 （株）山海堂 2000/2/4社会アセスメント 1999 9 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 三菱総合研究所 2000/2/4福祉用具産業政策’99 1999 8 国関係機関 経済産業省 行政資料 社会福祉 福祉一般 （財）通商産業調査会 2000/2/4年報　平成10年度 1999 12 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2000/2/4奈良県税務統計　平成10年度 1999 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2000/2/14奈良県の女性政策　平成10年度  文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2000/2/14奈良県の女性政策　平成11年度  文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2000/2/14一般旅券発行概要　平成11年 2000 2 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  2000/2/16やまとテクノインフォメーション（産業界向け製品カタロ 2000 1 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2000/2/17国民生活選好度調査　平成11年度 2000 2 国関係機関 内閣府 統計資料 生活環境 生活指標  総務部 2000/2/22私たちの税金　平成11年度版 1999 10 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 税・財政一般 (財)大蔵財務協会 2000/2/25（第252回定例県議会提出）平成12年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2000 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/2/29条例その他予算外議案（第252回定例県議会提出） 2000 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/2/29（第252回定例県議会提出）平成12年度一般会計特別会計予算案 2000 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/2/29知事提出議案説明要旨（第252回定例県議会） 2000 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/2/29奈良県推計人口年報　平成11年10月1日 2000 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2000/3/8国民健康保険及び福祉医療事業状況　平成10年度 2000 1 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  2000/3/10（第252回定例県議会提出）平成11年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2000 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/3/10（第252回定例県議会提出）平成11年度一般会計特別会計補正予算案その他 2000 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/3/10専修学校に関する実態調査報告書　平成9年度 2000 1 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2000/3/14創立30周年記念誌 2000 2 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2000/3/22社会福祉行政業務報告（厚生省報告例）平成10年度 2000 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) （財）厚生統計協 2000/3/28衛生行政業務報告（厚生省報告例）平成10年度 2000 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2000/3/28地方財政計画　平成12年度 2000 2 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政  2000/3/28青少年白書　平成11年度版 2000 1 国関係機関 総務省 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2000/3/28食料白書　2000年版 2000 1 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農業経済 （財）食料・農業政策研究センター 2000/3/28奈良県の環境保全団体活動事例集－地球を守るのは私たち－ 2000 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県環境県民フォーラム事務局 生活環境部 2000/3/29学校保健統計調査報告書　平成１１年度 2000 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2000/3/29都道府県財政指数表　平成10年度  国関係機関 総務省 統計資料 行財政 財政(統計)  総務部 2000/4/6奈良県気象月報　平成12年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 2000/4/6保健統計年報　平成10年 2000 2 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  福祉部 2000/4/6水質試験年報（第25号）平成10年度 1999 9 県土マネジメント部 流域下水道センター浄化センター 行政資料 建設 上下水道  2000/4/7奈良県指定文化財　平成8年度版（第38集） 1998 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2000/4/7奈良県指定文化財　平成9年度版（第39集） 1999 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2000/4/7



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日近畿東海北陸民俗芸能祭99記録 2000 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2000/4/7京都市統計書　平成11年版 2000 3 都道府県 京都府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 京都市 総務部 2000/4/7統計なら　平成11年版（第31回） 2000 3 奈良県市町村 奈良市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2000/4/10奈良県教育　第88集　第857号 2000 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/4/10地価公示（官報製本）平成11年 1999 3 国関係機関 財務省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2000/4/14商工労働部主要施策の概要　製本　平成3年度～10 1991 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  2000/4/14商工労働部主要施策の概要　平成12年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2000/4/17業務概要　平成12年度 2000 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 2000/4/17学校基本数一覧表　平成11年度 1999 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2000/4/17暮らしを綴るスケッチ日記　2000 2000 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 2000/4/17絵だより　2000（平成12年度・主要プロジェクトのご紹 2000 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2000/4/17市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本平成10年度 2000 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2000/4/17社会・人口統計体系　基礎データ項目定義集　上巻 2000 2 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2000/4/19社会・人口統計体系　基礎データ項目定義集　下巻 2000 2 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2000/4/19業務年報　平成10年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2000/4/19生駒市統計書（平成10年版） 1999 3 奈良県市町村 生駒市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2000/4/21広島市勢要覧　平成10年版 1999 3 都道府県 広島県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 広島市 総務部 2000/4/21万葉文庫　萬葉　第30号 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 橿原図書館 2000/4/24職業安定・雇用保険　業務年報　製本　平成7年度～9年度 1995 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 職業安定 奈良労働局 2000/4/25市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本平成8年度 1998 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  2000/4/25奈良県農林部事業の概要　製本　平成7年度～10年 1995 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  2000/4/25県民所得統計推計結果報告書　製本　平成5年度～7 1997 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算  総務部 2000/4/25奈良県公報　製本　平成10年1月から3月 1998 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2000/4/26奈良県公報　製本　平成10年4月から6月 1998 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2000/4/26奈良県公報　製本　平成10年7月から9月 1998 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2000/4/26奈良県公報　製本　平成10年10月から12月 1998 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2000/4/26天理市統計書　平成10年版 1999 1 奈良県市町村 天理市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2000/4/26奈良県の結核　平成10年版 2000 2 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 2000/5/11所報　第7号 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2000/5/11不登校の子どもとその保護者へのかかわり 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 学校教育 教育研究所 2000/5/11がんばる農林水産業（農林漁業現地情報）奈良県版 2000 3 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良統計情報事務所 総務部 2000/5/12奈良県持続農業（環境保全型農業）推進基本方針 2000 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  農林部 2000/5/12持続農業（環境保全型農業）栽培技術指針 2000 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  農林部 2000/5/12高齢者在宅福祉サービス評価事業報告書 2000 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2000/5/12特別養護老人ホーム・老人保健施設サービス評価事業報告書 2000 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2000/5/12【内外情勢調査会　知事講演】　うねりを越えて未来へ脱皮（平成12年度『芽生え予算』） 2000 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2000/5/15奈良県気象年報　平成11年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 2000/5/15



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日民俗博物館研究紀要　第17号 2000 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2000/5/17特別区の産業振興策に関する調査研究報告書 2000 3 都道府県 東京都 行政資料 産業経済 商・鉱工業 （財）特別区協議 2000/5/17富山県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査結果報告書）平成10年 1999 8 都道府県 富山県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2000/5/18京都府の勤労統計（毎月勤労統計調査地方調査・特別調査結果）平成18年 2007 6 都道府県 京都府 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2000/5/18毎月勤労統計調査地方調査年報（賃金・労働時間及び雇用の動き）平成10年版 1999 12 都道府県 兵庫県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2000/5/18環境調査報告書（大気編）製本（昭和61年度～昭和62年度・平成元年度～平成4年度）  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2000/5/22「なら21世紀づくり県民アンケート」調査「知事への手紙」（意見募集）報告書 2000 3 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政計画  2000/5/23毎月勤労統計調査年報－全国調査－平成10年 1999 8 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2000/5/24毎月勤労統計調査年報－地方調査－平成10年 2000 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2000/5/24毎月勤労統計調査特別調査報告　平成11年 1999 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2000/5/24毎月勤労統計調査　雇用、賃金、労働時間指数 1999 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2000/5/24資料　賃上げの実態（賃金引上げ等の実態に関する調査報告） 2000 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  2000/5/26経済要覧　平成12年版 2000 4 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済一般  2000/5/26日本の労働政策　平成12年版 2000 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  2000/5/26食料需給表　平成10年度 2000 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般  2000/5/29老人保健ハンドブック　1999 2000 3 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 老人保健制度研究会 2000/5/29図でみる運輸白書　平成11年版 2000 3 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  2000/5/29五條市統計書　平成11年版（第16回） 2000 3 奈良県市町村 五條市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2000/5/30奈良県市町村行政体制整備調査研究事業－報告書概要版－ 2000 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県市町村行政体制整備調査委員会（事務局・市町村課） 2000/6/1奈良県中小企業のインターネット活用について（調査報告書） 2000 3 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般 奈良県中小企業情報センター 2000/6/1奈良県中小企業（製造業）の後継者について（調査報告書） 2000 3 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 労働 労働一般 奈良県中小企業情報センター 2000/6/1奈良県林業試験場研究報告　第29号 1999 12 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2000/6/6業務報告　平成11年度 2000 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2000/6/6奈良県林業試験場　林業資料　№15 2000 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2000/6/6奈良県林試　木材加工資料　№29 2000 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2000/6/6



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日租税史料目録　近世編 2000 3 国関係機関 国税庁 行政資料 税・財政 税・財政一般 税務大学校・租税史料館 総務部 2000/6/8人口移動報告年報　平成11年（平成10年10月～平成11年9月） 2000 2 都道府県 沖縄県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査  総務部 2000/6/12静岡県推計人口年報　平成11年 2000 2 都道府県 静岡県 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2000/6/12千葉県年齢別・町丁字別人口　平成11年度 1999 8 都道府県 千葉県 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2000/6/12茨城県の人口（茨城県常住人口調査結果報告書）平成10年 1999 3 都道府県 茨城県 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2000/6/12山口県人口移動統計調査結果報告書　平成10年 1999 7 都道府県 山口県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 2000/6/12人口のあらまし　平成11年 1999 3 都道府県 東京都 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 2000/6/12三重県の人口　－月別人口調査（推計）結果－ 1999 3 都道府県 三重県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 2000/6/12島根の人口移動と推計人口　平成11年 1999 11 都道府県 島根県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 2000/6/12京都市の推計人口（平成10年10月～平成11年10月）－京都市推計人口統計調査結果報告－ 1999 12 都道府県 京都府 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 京都市 総務部 2000/6/12上牧町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画 2000 3 奈良県市町村 上牧町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2000/6/13介護保険サービス事業所名簿  福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2000/6/14ＬＰガスについての調査報告書（奈良県委託事業） 2000 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2000/6/16間伐材等の利活用事例集 2000 3 水循環・森林・景観環境部 林業基盤課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2000/6/16自己点検・評価報告書　1994～1998 2000 3 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2000/6/16奈良県市町村行政体制整備調査研究事業－報告書－ 2000 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県市町村行政体制整備調査研究委員会 総務部 2000/6/16奈良県市町村行政体制整備調査研究事業－資料編－ 2000 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県市町村行政体制整備調査研究委員会 総務部 2000/6/16（第253回定例県議会提出）平成11年度一般会計補正予算に関する説明書 2000 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/6/26第253回定例県議会提出議案 2000 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/6/26知事提出議案説明要旨（第253回定例県議会） 2000 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/6/26図説　漁業白書　平成11年度版 2000 6 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 水産 （財）農林統計協 2000/6/27日本国勢図会　2000/2001年版 2000 6 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）矢野恒太記念会 2000/6/27図説　林業白書　平成11年度版 2000 6 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 （社）日本林業協 2000/6/27女性労働白書－働く女性の実情－平成11年版 2000 4 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 （財）２１世紀職業財団 2000/6/27平成10年分税務統計から見た民間給与の実態 2000 5 国関係機関 国税庁 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  2000/6/27関西文化学術研究都市　奈良県域の概要 2000 3 文化・教育・くらし創造 学研・大学連携室 行政資料 建設 地域開発  2000/7/6奈良県の仕事と税金（社会科資料）1999 1999 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2000/7/6奈良県指定文化財　平成10年度版（第40集） 2000 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2000/7/6職業安定行政運営方針　平成12年度  国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 職業安定 奈良労働局 2000/7/6奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第72冊（山口遺跡群） 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 2000/7/6



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第73冊（南郷遺跡群Ⅱ） 1999 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 2000/7/6農業制度金融のしおり　平成12年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2000/7/11農業近代化資金等関係法規集　平成12年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2000/7/11奈良県農林部事業の概要　平成12年度 2000 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2000/7/11橿原市統計書　平成11年版 2000 3 奈良県市町村 橿原市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2000/7/12奈良県薬事年報　VOL.47　平成10年10月 1998 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  福祉部 2000/7/12奈良県の工業（平成10年工業統計調査結果報告書） 2000 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2000/7/12障害者雇用のガイド 2000 3 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 奈良県公共職業安定所 商工労働部 2000/7/12定年制、退職金制度、労働時間等実態調査　報告書平成11年度 2000 3 産業・観光・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  商工労働部 2000/7/12消費生活　ア・ラ・カルト　NO.27 2000 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 生活科学センター／第二生活科学センター 2000/7/18お葬式についての調査報告書　平成12年3月 2000 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 生活文化一般  2000/7/18中小企業のための金融案内　平成12年度 2000 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2000/7/18奈良県中小企業融資制度要綱集　平成12年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2000/7/18平成12年度　設備貸与制度ご案内〈割賦・リース〉  県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 金融  2000/7/18設備資金貸付制度ご案内　平成12年度  県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 金融  2000/7/18食料・農業・農村基本法のあらまし  国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2000/7/18都市農村交流活動の手引き「大和の国　わくわく交流なるほど事典」 1999 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 生活文化 生活文化一般  農林部 2000/7/18奈良県農業の動き（平成12年3月） 2000 3 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農業一般 奈良統計情報事務所 農林部 2000/7/18食料・農業・農村基本計画　関係資料 2000 3 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2000/7/18異常気象時における道路通行規制基準及び道路交通情報の連絡について 2000 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  土木部 2000/7/19砂防事業の概要　平成12年4月 2000 4 国関係機関 国土交通省 行政資料 防災・防犯 治山・治水 砂防広報センター 土木部 2000/7/19日本の地すべり－災害事例写真集－  その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 治山・治水 砂防広報センター 土木部 2000/7/19日本の砂防 2000 3 国関係機関 国土交通省 行政資料 防災・防犯 治山・治水 （社）全国治水砂防協会 土木部 2000/7/19砂防ガイド 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 治山・治水 砂防広報センター 土木部 2000/7/19環境調査報告書（騒音編）平成11年度 2000 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  生活環境部 2000/7/19こんな時のクーリング・オフ 2000 1 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  生活環境部 2000/7/24これって悪質商法？  その他 その他団体等 行政資料 生活文化 消費生活 東京法規出版 生活環境部 2000/7/24裁判のススメ　－法的手段ってどんなこと？－ 1999 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 消費生活 （社）全国消費生活相談員協会 生活環境部 2000/7/24奈良県スポーツ医・科学報告書（第7集）平成8年度 1997 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 2000/7/25奈良県スポーツ医・科学報告書（第8集）平成9年度 1998 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 2000/7/25



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県スポーツ医・科学報告書（第9集）平成10年度 1999 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 2000/7/25奈良県スポーツ医・科学報告書（第10集）平成11年度 2000 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 2000/7/25学校体育必携　平成12年度 2000 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/25奈良県児童・生徒の体力・運動能力調査報告書　平成11年度 2000 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/25県民総スポーツ運動の推進　平成12年度 2000 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 2000/7/25中学校体育指導事例集　～選択制授業の推進を目指して～ 1998 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/25奈良県高等学校保健体育科指導事例集　～運動の得意な生徒を育てるために～ 1998 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/25単身世帯収支調査年報　平成11年 2000 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2000/7/25学校教育の指導方針　平成12年度 2000 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/27学校教育の指導方針（解説編）平成12年度  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/27明日へ　ステップ　－しごとと　再び学ぶための　基礎知識－  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2000/7/27消費動向調査年報　平成12年版 2000 7 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2000/8/11奈良県勢要覧　2000 2000 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2000/8/11シニアリーダーバンク登録者名簿　平成12年度版 2000 3 県関係機関 (財)奈良県長寿社会推進センター 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  県関係機関 2000/8/11農業農村整備事業ガイドブック（平成11年9月） 1999 9 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  農林部 2000/8/14奈良晒－近世南都を支えた布－（平成12年度特別展図録） 2000 7 文化・教育・くらし創造部 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2000/8/14要覧　2000（平成11年度図書館年報） 2000 6 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良図書館（奈良・橿原） 2000/8/14学童・生徒のボランティア活動（ボランティア協力校活動報告書）平成10年度  その他 その他団体等 行政資料 教育 社会教育 （社福）奈良県社会福祉協議会 2000/8/15情報化白書　2000 2000 6 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）日本情報処理開発協会 2000/8/16公害紛争処理白書　平成12年版 2000 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 環境 環境保全一般 公害等調整委員 2000/8/16関西活性化白書　2000年版 2000 5 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 （財）関西産業活性化センター 2000/8/16経済白書　平成12年版 2000 7 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  2000/8/16首都圏白書　平成12年版 2000 6 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2000/8/16通信白書　平成12年版 2000 6 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  2000/8/17気候変動監視レポート　1999 2000 4 国関係機関 気象庁 行政資料 環境 環境保全一般  2000/8/17物価を見る目（平成12年版） 2000 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  2000/8/17くらしと物価（平成12年版） 2000 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  2000/8/17通商白書（総論）平成12年版 2000 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  2000/8/17通商白書（各論）平成12年版 2000 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  2000/8/17目で見る医療保険白書（平成12年版） 2000 5 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 医療保険制度研究会 2000/8/17第39出入国管理統計年報　平成12年版 2000 6 国関係機関 法務省 統計資料 人口・世帯 人口一般  2000/8/17



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日地域医療基礎統計　2000年版 2000 6 その他 その他団体等 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2000/8/17地域交通年報　平成11年版 2000 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2000/8/17食料・農業・農村白書附属統計表　平成11年度版 2000 6 その他 その他団体等 統計資料 農業 農業一般 （財）農林統計協 2000/8/17文部統計要覧　平成12年版 2000 1 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  2000/8/17奈良県鉱工業生産指数（平成7年基準）平成11年 2000 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2000/8/29奈良県立医科大学概要　平成12年度 2000 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2000/8/29「総合的な学習の時間」指導資料  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2000/8/29群馬県鉱工業指数（平成2年基準）平成8年 1997 8 都道府県 群馬県 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2000/9/1貯蓄動向調査報告　平成11年 2000 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2000/9/8平成12年3月個人企業営業状況調査報告 2000 7 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2000/9/8余暇・レジャー総合統計年報　2000 2000 8 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （株）食品流通情報センター 2000/9/12住民基本台帳人口要覧　平成12年版 2000 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 （財）国土地理協会 2000/9/12建設白書　2000 2000 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2000/9/12厚生白書　平成12年版 2000 7 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2000/9/12簡易生命表　平成10年 1999 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 （財）厚生統計協 2000/9/12老人保健事業報告　平成10年度 2000 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2000/9/12防衛白書　平成12年版 2000 8 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般  2000/9/12地域経済レポート　2000 2000 8 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  2000/9/14省庁再編ガイドブック（政府案版） 2000 4 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 人事・組織・給与 国政情報センター出版局 2000/9/14日本の水資源　平成12年版 2000 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  2000/9/14地方選挙の手引（平成12年） 2000 4 その他 その他団体等 行政資料 議会・選挙 選挙 選挙制度研究会 2000/9/14厚生統計要覧　平成11年版 2000 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計)  2000/9/14我が国の人口動態　平成12年 2000 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 （財）厚生統計協 2000/9/18医療施設調査（動態）病院報告－上巻（全国編）－平成10年 2000 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協会 2000/9/18医療施設調査（動態）病院報告－下巻（都道府県版）－平成10年 2000 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協会 2000/9/18国民栄養の現状（平成10年国民栄養調査結果） 2000 6 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 健康・栄養情報研究会 2000/9/18気象年鑑　2000年版 2000 8 国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 （財）日本気象協 2000/9/18イベント白書　2000 2000 6 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 産業経済一般 （社）日本イベント産業振興協会 2000/9/18民力　2000年版 2000 6 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 朝日新聞社 2000/9/18保育白書　2000年版 2000 8 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 （株）草土文化 2000/9/18都道府県・政令指定都市別全国プロジェクト要覧2000年度版 2000 8 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政計画 （株）月刊同友社 2000/9/18奈良県地価調査基準地価各一覧　平成12年 2000 9 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2000/9/20社会保障年鑑　2000年版 2000 9 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 健康保険組合連合会 2000/9/21（第253回　定例県議会提出議案書中）奈良県出資法人の経営状況について（別冊集） 2000 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/9/26知事提出議案説明要旨（第254回定例県議会） 2000 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/9/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日（第254回定例県議会提出）平成12年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2000 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/9/27（第254回定例県議会提出）平成12年度一般会計特別会計補正予算案その他 2000 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/9/27わたしたちの大和川（副読本） 1999 12 国関係機関 国土交通省所管地方支分部局 行政資料 教育 社会教育 大和川工事事務所 2000/9/27財政事情　平成10年12月1日公表（奈良県公報　平成10年12月1日　号外第43号） 1998 12 総務部 財政課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2000/9/29産業廃棄物処理ハンドブック　平成12年版 2000 9 その他 その他団体等 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 廃棄物法制研究 2000/10/6卸売市場の概要 2000 9 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  2000/10/6犯罪統計書　平成11年  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2000/10/11統計調査総覧　国（省庁等）編　平成11年 2000 7 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2000/10/11統計調査総覧　地方公共団体（都道府県・市）編　平成11年 2000 7 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2000/10/11県勢要覧　統計でみる青森県の姿　平成11年版 1999 7 都道府県 青森県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2000/10/13職員の給与等に関する報告及び勧告（平成12年10月） 2000 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2000/10/16奈良県消費動向調査Ⅲ報告書（商工会地域活性化対策推進事業）平成11年度 2000 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 消費生活 奈良県商工会連合会 2000/10/20補助金総覧　平成12年度 2000 9 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 日本電算企画 2000/10/27警察白書　平成12年版 2000 10 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 治安  2000/10/27建築統計年報　平成12年度版 2000 8 国関係機関 国土交通省 統計資料 建設(統計) 建設 （財）建設物価調査会 2000/10/27地域経済総覧　2001 2000 10 その他 その他団体等 統計資料 経済 経済一般 東洋経済新報社 2000/10/27全国観光動向（平成10年（度）都道府県別観光地入込客統計） 2000 8 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協会 2000/11/1数字でみる鉄道　2000年版 2000 10 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 鉄道・自動車保有台数 （財）運輸政策研究機構 2000/11/2くらしの豆知識　2001年版 2000 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 2000/11/2女性白書　2000 2000 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 日本婦人団体連合会 2000/11/2原子力安全白書　平成11年版 2000 9 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 原子力安全委員 2000/11/2労働白書　平成12年版 2000 6 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 日本労働研究機 2000/11/2ジェトロ貿易白書　2000年版 2000 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 2000/11/2全国市町村要覧（平成12年版） 2000 10 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 市町村自治研究 2000/11/2奈良県水防計画　平成12年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  土木部 2000/11/2土地利用動向調査　平成12年度 2000 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2000/11/15国民の福祉の動向（厚生の指標　臨時増刊・第47巻第12号・通巻739号）2000年 2000 10 その他 その他団体等 統計資料 福祉 福祉一般(統計) （財）厚生統計協会 2000/11/16公正取引委員会年次報告（独占禁止白書）平成12年 2000 11 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 経済政策 公正取引委員会 2000/11/16中小企業の経営指標　平成11年度調査 2000 3 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 （社）中小企業診断協会 2000/11/16犯罪白書　平成12年版 2000 10 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 治安  2000/11/16マンガで見る環境白書Ⅶ 2000 11 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  2000/11/16医療白書　2000年度版 2000 11 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 （株）日本医療企 2000/11/16



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日地方公務員給与の実態　平成11年 2000 6 その他 その他団体等 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 （財）地方財務協 2000/11/16地方公務員給与の実態（別冊）平成11年 2000 6 その他 その他団体等 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 （財）地方財務協 2000/11/16日本の国際観光統計　1999年版 2000 7 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （財）国際観光サービスセンター 2000/11/16国民医療費　平成10年度 2000 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2000/11/16ＮＰＯ・ＮＧＯガイド（現代用語の基礎知識2001の別冊付録） 2001 1 その他 その他団体等 行政資料 総記 辞書・辞典 （株）自由国民社 2000/11/17日本国憲法（現代用語の基礎知識2001の特別付録） 2001 1 その他 その他団体等 行政資料 総記 例規/通達/法令 （株）自由国民社 2000/11/17ビジュアルデータ　平成11年版 2000 8 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 （財）交通事故総合分析センター 2000/11/17地域保健事業報告　平成10年度 2000 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2000/11/17主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成11年度 2000 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2000/11/21同和対策の概要　平成12年版 2000 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  2000/11/24環境調査報告書（大気編）平成11年度 2000 10 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2000/11/28奈良県有財産表　平成12年3月31日現在 2000 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 2000/11/30統計でみる日本　2001年版 2000 10 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）日本統計協 総務部 2000/12/1知事提出議案説明要旨（第255回定例県議会） 2000 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/12/1（第255回定例県議会提出）平成12年度一般会計特別会計補正予算案その他 2000 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/12/1（第255回定例県議会提出）平成12年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2000 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2000/12/1奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成11年度 2000 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2000/12/1第24次　奈良県海外労働事情調査団　オランダ・イギリス・フランス視察報告書 2000 産業・観光・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2000/12/4公益法人白書　平成12年版 2000 11 国関係機関 内閣府 行政資料 総合行政 行政一般  2000/12/7水質試験年報　平成11年度 2000 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2000/12/19あいちの地場産業　第9版 2000 1 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 商・鉱工業 岡崎信用金庫 総務部 2000/12/21統計基準年報　平成11年度 2000 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2000/12/21大阪国税局統計書　平成10年度 2000 6 国関係機関 近畿財務局以外の財務省所管地方支分部 統計資料 行財政 財務(統計) 大阪国税局 総務部 2000/12/21環境調査報告書（水質編）平成11年度 2000 9 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2000/12/21日本農業年鑑　2001年版 2000 12 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農林水産一般 日本農業年鑑刊行会 2000/12/22年表　20世紀の日本農業　日本農業年鑑2001年版別冊 2000 12 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農林水産一般 日本農業年鑑刊行会 2000/12/22民間給与の実態（平成12年版） 2000 12 国関係機関 人事院 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  2000/12/22行政機構図　2001年新府省 2000 11 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 2000/12/22データでみる県勢　2001年版 2000 12 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）矢野恒太記念会 2000/12/22規制緩和白書（2000年版） 2000 12 国関係機関 総務省 行政資料 産業経済 経済政策  2000/12/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日交通事故統計年報　平成11年版 2000 12 その他 その他団体等 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 （財）交通事故総合分析センター 2000/12/28奈良県歳入歳出決算報告書　平成11年度 2000 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2000/12/28都市交通年報　平成11年版 2000 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2001/1/11住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢別人口（平成12年10月1日現在） 2000 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2001/1/11奈良県における市町村の行政体制整備について（奈良県市町村合併推進要綱） 2000 12 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2001/1/11奈良県過疎地域自立促進方針　奈良県過疎地域自立促進計画（前期） 2000 10 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2001/1/11査・農家以外の農業事業体調査・農業サービス事業 2000 11 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 2001/1/162000年世界農林業センサス結果概要　Ⅲ　－林家調査・林家以外の林業事業体調査・林業サービス事業 2000 11 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 2001/1/16地方自治便覧　2000 2000 12 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2001/1/18業務概況（平成12年版） 2000 11 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2001/1/18川崎市市民経済計算　平成8年度 1999 3 都道府県 神奈川県 統計資料 経済 経済計算 川崎市 総務部 2001/1/19業務概況 2000 10 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 職業安定 奈良労働局 2001/1/24奈良県患者調査 2001 1 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/1/24第75次　農林水産省統計表（平成10年～11年） 2000 12 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 （財）農林統計協会 2001/1/25衛生行政業務報告（厚生省報告例）平成11年度 2000 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2001/1/25介護福祉ハンドブック　2000 2000 12 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護福祉ハンドブック編集委員会 2001/1/25世界経済白書　平成12年版 2000 12 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  2001/1/25運輸白書　平成12年度 2000 11 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  2001/1/25奈良県税務統計　平成11年度 2000 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2001/2/1失業対策年鑑　平成10年度版 2000 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 （財）労務行政研究所 商工労働部 2001/2/6奈良県環境保全関係例規集  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 総記 例規/通達/法令  生活環境部 2001/2/8埼玉県勢要覧　平成11年版 2000 3 都道府県 埼玉県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2001/2/152000年度　奈良県女性海外派遣事業　調査・研究報告と提言 2001 2 文化・教育・くらし創造部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2001/2/15管内公衆衛生の概況　平成11年度版 2000 11 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2001/2/15水質試験年報（第26号）平成11年度 2000 12 県土マネジメント部 流域下水道センター浄化センター 行政資料 建設 上下水道  2001/2/21第52回　労働統計年報（平成11年） 2000 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) （財）労務行政研究所 2001/2/21奈良県新総合計画後期実施計画 2001 3 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政計画  2001/2/22（第256回定例県議会提出）平成13年度一般会計特別会計予算案 2001 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/2/27条例その他予算外議案（第256回定例県議会提出） 2001 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/2/27知事提出議案説明要旨（第256回定例県議会） 2001 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/2/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日（第256回定例県議会提出）平成13年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2001 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/2/27平成13年度政府予算編成に関する要望書　平成12年 2000 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2001/3/5平成13年度政府予算編成に関する要望書　平成12年 2000 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2001/3/5食料白書　2001年版 2001 2 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農業経済 （財）食料・農業政策研究センター 2001/3/5業務年報　平成11年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2001/3/5奈良県中小企業の経営環境実態調査報告書 2001 2 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般 奈良県中小企業情報センター 2001/3/8奈良県中小企業の環境問題への取り組みについて調査報告書 2001 2 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県中小企業情報センター 2001/3/8平成12年8月労働力調査特別調査報告（労働力調査資料第66号） 2001 2 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 労働力調査  総務部 2001/3/8知事提出議案説明要旨（第256回定例県議会） 2001 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/3/12（第256回定例県議会提出）平成12年度一般会計特別会計補正予算案その他 2001 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/3/12（第256回定例県議会提出）平成12年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2001 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/3/12老人福祉のてびき　平成12年度版 2001 2 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 （財）長寿社会開発センター 2001/3/13わがまち自慢の健康づくり－実践活動事例集－平成12年度 2001 3 福祉医療部 健康安全局健康増進課 行政資料 保健衛生 健康  2001/3/21奈良県観光便覧 2001 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション （社）奈良県観光連盟 2001/3/21奈良県市町村要覧　平成12年度 2001 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2001/3/28奈良県の結核　平成11年版 2001 2 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 2001/3/28奈良県の工業（平成11年工業統計調査結果報告書） 2001 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2001/3/28学校保健統計調査報告書　平成１２年度 2001 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2001/3/30国際農林水産統計　1999 1999 12 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般  総務部 2001/3/30中小企業の経営指標　平成12年度調査 2001 3 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 （社）中小企業診断協会 2001/4/10北山・十津川地域森林計画書（北山・十津川森林計画区） 2001 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/4/12吉野地域森林計画の一部変更計画書（吉野森林計画区） 2001 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/4/12大和・木津川地域森林計画の一部変更計画書（大和・木津川森林計画区） 2001 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/4/12男女共同参画についてのアンケート　報告書 2001 2 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2001/4/13木材利用公共施設事例集 2001 2 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  2001/4/13奈良県中小企業団体名簿（平成13年2月15日現在） 2001 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2001/4/17暮らしを綴るスケッチ日記 2001 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 2001/4/17絵だより　2001（平成13年度・主要プロジェクトのご紹 2001 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2001/4/17奈良県新総合計画後期実施計画（概要版） 2001 3 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政計画  2001/4/17ならのみず（副読本） 2001 4 国関係機関 国土交通省所管地方支分部局 行政資料 教育 社会教育 大滝ダム工事事務所 2001/4/18



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日橿原市統計書　平成12年版 2001 3 奈良県市町村 橿原市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2001/4/18公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画 2001 3 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2001/4/18保健統計年報　平成11年 2001 2 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  福祉部 2001/4/19奈良県農林部事業の概要　平成13年度 2001 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2001/4/19京都市統計書　平成12年版 2001 3 都道府県 京都府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 京都市 総務部 2001/4/19天理市統計書　平成11年版 2000 3 奈良県市町村 天理市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2001/4/24福岡県勢要覧　平成11年版 2000 3 都道府県 福岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2001/4/25地価公示　平成13年 2001 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2001/5/9地価公示標準地の付近案内図　平成13年  国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2001/5/92000年世界農林業センサス　奈良県結果報告書 2001 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 2001/5/9奈良県推計人口年報　平成12年10月1日 2000 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2001/5/9統計レポート　製本　平成8年度 1996 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 2001/5/10統計レポート　製本　平成9年度 1997 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 2001/5/10統計レポート　製本　平成10年度 1998 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 2001/5/10奈良県歳入歳出決算報告書　平成7年度 1996 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2001/5/10奈良県歳入歳出決算報告書　平成9年度 1998 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2001/5/10奈良県歳入歳出決算報告書　平成8年度 1997 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2001/5/10奈良県公報　製本　平成11年1月から3月 1999 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10奈良県公報　製本　平成11年4月から6月 1999 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10奈良県公報　製本　平成11年7月から9月 1999 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10奈良県公報　製本　平成11年10月から12月 1999 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10奈良県公報　製本　平成12年1月から3月 2000 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本平成9年度 1999 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2001/5/11市町村税政の概要　製本　平成8年度～9年度 1997 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  総務部 2001/5/11福祉事業の概要　製本　平成9年度～11年度 1997 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般  福祉部 2001/5/11県議会時報なら　平成10年　製本　No.194～197 1998 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2001/5/11地価公示（官報製本）平成12年 2000 3 国関係機関 財務省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2001/5/11御所市総合計画　第4次 2001 3 奈良県市町村 御所市 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/5/17奈良県防災ヘリコプター「やまと2000」運航の手引 2001 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2001/5/17年報　平成11年度 2001 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 （財）奈良県健康づくり財団 2001/5/17保健統計年報　製本　平成8年～9年 1998 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  福祉部 2001/5/18環境白書　製本　平成10年度版～11年度版 1999 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2001/5/18環境調査報告書（大気編）製本（平成5年度～6年度・平成8年度～平成10年度） 1994 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2001/5/18環境調査報告書（水質編）製本　平成9年度～10年度 1998 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2001/5/18民俗博物館研究紀要　第18号 2001 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2001/5/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日パートタイマー、セクシュアル・ハラスメントに関する調査結果報告書 2001 3 産業・観光・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  商工労働部 2001/5/25社会・人口統計体系のしくみと見方　2001 2001 3 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2001/5/25奈良県立病院概要　第18号　平成9年度 1997 7 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25奈良県立病院概要　第19号　平成10年度 1998 8 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25奈良県立病院概要　第20号　平成11年度 1999 8 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25奈良県立病院概要　第21号　平成12年度 2000 12 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25奈良県立医科大学概要　平成9年度 1997 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25奈良県立医科大学概要　平成10年度 1998 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25奈良県立医科大学概要　平成11年度 1999 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/5/25奈良県労働運動史 2001 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2001/5/29統計なら　平成12年版（第32回） 2001 3 奈良県市町村 奈良市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2001/5/29三重県勢要覧　平成12年刊 2000 3 都道府県 三重県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2001/5/29【内外情勢調査会　知事講演】　21世紀の新たな芽を育てる（平成13年度『脱皮さわらび予算』） 2001 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2001/6/5資料　労働運動史　平成7年 1999 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2001/6/5資料　労働運動史　平成8年 2000 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2001/6/5資料　労働運動史　平成9年 2001 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2001/6/5橿原考古学研究所研究成果　第3冊（大和木器資料 2000 9 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2001/6/7橿原考古学研究所調査報告　第76冊（南郷遺跡群 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2001/6/7橿原考古学研究所調査報告　第77冊（南郷遺跡群 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2001/6/7住民基本台帳人口移動報告年報　平成12年 2001 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2001/6/11奈良県の気象（年報）平成12年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 2001/6/11ヘアケアについての調査報告書 2001 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 生活文化一般  2001/6/11奈良市第3次総合計画 2001 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/11奈良県例規集　9　警察　公営企業　索引 1950 3 総務部 総務課 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱ぎょうせい 2001/6/15十津川村総合計画 1997 3 奈良県市町村 十津川村 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18香芝市総合計画 2000 4 奈良県市町村 香芝市 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18田原本町第2次総合計画　後期基本計画 2000 3 奈良県市町村 田原本町 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18第3次大和高田市総合計画（1998～2008） 1998 9 奈良県市町村 大和高田市 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18高取町新総合計画 1997 8 奈良県市町村 高取町 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18五條市新総合計画 1996 3 奈良県市町村 五條市 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18第3次斑鳩町総合計画 2001 3 奈良県市町村 斑鳩町 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日大淀町総合計画（見直し計画） 1995 3 奈良県市町村 大淀町 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18第二次御杖村長期総合計画 1999 12 奈良県市町村 御杖村 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18橿原市新総合計画（歴史と暮らしの交わる街・橿原） 1998 3 奈良県市町村 橿原市 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18上北山村新総合計画（水と緑のやすらぎの郷上北山村） 1999 3 奈良県市町村 上北山村 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18天川村長期総合計画 2000 3 奈良県市町村 天川村 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18天理市総合計画 2000 4 奈良県市町村 天理市 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18第3次明日香村総合計画 1999 3 奈良県市町村 明日香村 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/18村政報告書　平成11年度 2000 10 奈良県市町村 十津川村 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/19五條市統計書　平成12年版（第17回） 2001 3 奈良県市町村 五條市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/19斑鳩町統計資料（平成8年版） 1997 3 奈良県市町村 斑鳩町 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/19御所市統計書　平成11年版（第11回） 2000 3 奈良県市町村 御所市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/19御所市統計書　平成12年版（第12回） 2001 3 奈良県市町村 御所市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/19天理市統計書　平成12年版（第3回） 2001 3 奈良県市町村 天理市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/19桜井市統計書　平成8年版（第10回） 1997 3 奈良県市町村 桜井市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/19桜井市統計書　平成10年版（第11回） 1999 3 奈良県市町村 桜井市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/19桜井市統計書　平成12年版（第12回） 2001 3 奈良県市町村 桜井市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/19生駒市統計書（平成11年版） 2000 3 奈良県市町村 生駒市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/19生駒市統計書（平成12年版） 2001 3 奈良県市町村 生駒市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/19王寺町総合計画　後期・基本計画 1998 奈良県市町村 王寺町 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/19第257回定例県議会提出議案 2001 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/6/20（第257回定例県議会提出）平成12・13年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2001 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/6/20奈良の畜産　2001 2001 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2001/6/20野迫川村総合計画 2001 3 奈良県市町村 野迫川村 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/20新庄町統計資料編　平成10年3月発行 1998 3 奈良県市町村 葛城市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/21



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日川西町資料　平成11年度  奈良県市町村 川西町 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/21川上村村勢要覧資料編　1997  奈良県市町村 川上村 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/21下市町統計資料編　2000年  奈良県市町村 下市町 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/21大淀町統計資料編　1997  奈良県市町村 大淀町 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/21當麻町統計資料編　1996  奈良県市町村 葛城市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/21大宇陀町統計資料編　2001  奈良県市町村 大宇陀町 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/21村勢要覧（川上村）′97  奈良県市町村 川上村 行政資料 総合行政 行政一般  奈良県市町村 2001/6/22なら　産業用地のご紹介（工業団地一覧） 2001 3 産業・観光・雇用振興 工業支援課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2001/6/25ならボランティアガイドブック 2001 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  2001/6/25西吉野村総合計画 2001 3 奈良県市町村 西吉野村 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/26きなりの郷のものがたり（下北山村総合計画・後期基本計画2000） 2000 3 奈良県市町村 下北山村 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/26榛原町総合計画 2001 4 奈良県市町村 榛原町 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/26月ヶ瀬村統計資料編　1999年度  奈良県市町村 奈良市 統計資料 総記(統計) その他統計資料 月ヶ瀬村 奈良県市町村 2001/6/27榛原町資料編　1998年  奈良県市町村 榛原町 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/27統計から見た山添村　2000 2001 4 奈良県市町村 山添村 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/6/29上牧町総合計画 1996 4 奈良県市町村 上牧町 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/6/29社会福祉行政業務報告（厚生省報告例）平成11年度 2000 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) （財）厚生統計協 2001/7/6読売年鑑　2001年版 2001 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2001/7/6図説　食料・農業・農村白書　平成12年度版 2001 4 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農林水産一般 （財）農林統計協 2001/7/6食料需給表　平成11年度 2001 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般 （財）農林統計協 2001/7/6資料　賃上げの実態（賃金引上げ等の実態に関する調査報告） 2001 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  2001/7/6行政投資　平成12年 2001 2 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 財政 （財）地方財務協 2001/7/6日本の労働政策　平成13年版 2000 12 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  2001/7/6図でみる運輸白書　平成12年度 2001 3 国関係機関 国土交通省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  2001/7/6労働統計要覧　平成12年度 2001 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計)  2001/7/6経済要覧　平成13年版 2001 4 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済一般  2001/7/6菟田野町総合計画 2001 3 奈良県市町村 菟田野町 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/7/12農業制度金融のしおり　平成13年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2001/7/12農業近代化資金等関係法規集　平成13年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2001/7/12農業改良資金関係法令通達集 2001 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2001/7/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県水防計画　平成13年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  土木部 2001/7/12平成14年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成13年7月 2001 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2001/7/12なら土地利用ガイドブック 2001 3 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2001/7/12女性みらいフォーラムinなら開催記録集 1998 3 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2001/7/17女性みらいフォーラムinなら開催記録集 1999 2 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2001/7/17国際女性フォーラムinなら　報告書 1996 2 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2001/7/17女・男いきいきシンポジウム報告書　平成12年度 2001 3 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2001/7/17奈良県の女性政策　平成12年度  文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2001/7/17異常気象時における道路通行規制基準及び道路交通情報の連絡について 2001 4 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  土木部 2001/7/18奈良県勢要覧　2001 2001 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2001/7/18消費生活　ア・ラ・カルト　№28 2001 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 生活科学センター／第２生活科学センター 2001/7/19住みよい福祉のまちづくり施設賞　第5回　表彰施設作品集 2001 6 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 2001/7/19学校生活ガイド 1998 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/19中学校進路指導資料　～未来をひらく職業教育2000～「伸ばそう個性　めざそう　スぺシャリスト」 2000 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/19県立高校将来構想中間答申 2001 3 教育委員会 教委県立学校企画調整室 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/19職場体験・ボランティア活動（いきいき・なら体験事業）事例集 2001 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/19職場体験・ボランティア活動　指導用資料  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/19飼料作物奨励品種と栽培の手引き 2001 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2001/7/19奈良県庁ストップ温暖化実行計画　平成13年3月 2001 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2001/7/23川の生きものを調べよう－水生生物による水質判定－ 2000 国関係機関 環境省 行政資料 環境 水質汚濁 （社）日本水環境学会 生活環境部 2001/7/23公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成13年度  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2001/7/23農業農村景観100選写真集  食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2001/7/24奈良県の文化財行政　平成13年度 2001 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2001/7/24室生村統計資料編　1997年  奈良県市町村 室生町 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2001/7/24奈良県教育　第89集　第858号 2001 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/24ろうせいハンドブック　平成13年版 2001 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2001/7/24ことばのポケット 1999 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 総記 辞書・辞典  2001/7/24同和保育の手びき　第22集　同和保育指導資料集 2001 3 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 教育 社会教育  2001/7/25就学前教育の充実をめざして　2000年度 2001 3 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 教育 教育一般  2001/7/25改訂　学校給食における衛生管理のポイント－なくそう食中毒－ 1998 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日県民総スポーツ運動の推進　平成13年度 2001 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 2001/7/26奈良県児童・生徒の体力・運動能力調査報告書　平成12年度 2001 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/26奈良県スポーツ医・科学報告書（第11集）平成12年度 2001 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 2001/7/26学校体育必携　平成13年度 2001 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/7/26業務報告　平成12年度 2001 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/7/26奈良県森林技術センター研究報告　第30号 2000 12 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/7/26奈良県森林技術センター林業資料　№16 2001 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/7/26奈良県森林技術センター木材加工資料　№30 2001 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/7/26科学技術研究調査報告　平成11年 2000 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2001/7/27単身世帯収支調査年報　平成12年 2001 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2001/7/27消費動向調査年報　平成13年版 2001 7 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2001/7/27大阪国税局統計書　平成11年度 2001 6 国関係機関 近畿財務局以外の財務省所管地方支分部 統計資料 行財政 財務(統計) 大阪国税局 総務部 2001/7/27統計情報インデックス　2001 2001 4 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2001/7/27地方財政統計年報　平成11年度 2001 6 国関係機関 総務省 統計資料 行財政 財政(統計)  総務部 2001/8/6住みよい福祉のまちづくり施設賞　第4回　表彰作品 2000 5 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 2001/8/8健康なら21計画 2001 7 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2001/8/8第7次奈良県交通安全計画（平成13年度～平成17年度）  総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全 奈良県交通安全対策会議 2001/8/8奈良県産業廃棄物実態調査報告書 1999 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2001/8/8平成13年度　設備貸与制度ご案内〈割賦・リース〉  県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 金融  商工労働部 2001/8/8設備資金貸付制度ご案内　平成13年度  県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 金融  商工労働部 2001/8/8奈良県の仕事と税金（社会科資料）2000 2000 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2001/8/9奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成13年3月31日現在） 2001 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2001/8/9部落史学習の深化をめざして－平成6年度部落史学習講座のまとめ－ 1995 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/10部落史学習の深化をめざして－平成7年度部落史学習講座のまとめ－ 1996 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/10部落史学習の深化をめざして－平成8年度部落史学習講座のまとめ－ 1997 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/10部落史学習の深化をめざして－平成9年度部落史学習講座のまとめ－ 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/10部落史学習の深化をめざして－平成10年度部落史学習講座のまとめ－ 1999 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/10



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日部落史学習の深化をめざして－平成11年度部落史学習講座のまとめ－ 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/10部落史学習の深化をめざして－平成12年度部落史学習講座のまとめ－ 2001 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/10人権教育推進プラン（人権教育指導資料）学校教育 2001 教育委員会 教委人権教育課 行政資料 教育 社会教育  2001/8/10同和教育資料  教育委員会 教委人権教育課 行政資料 教育 社会教育  2001/8/10林業普及指導事業実施計画書　平成8年度  水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/8/14林業普及指導事業実施計画書　平成10年度  水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/8/14林業普及指導事業実施計画書　平成11年度  水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/8/14林業普及指導事業実施計画書　平成12年度  水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/8/14奈良の林業　平成12年度 2000 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/8/14奈良県林政の概要　平成13年4月 2001 4 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2001/8/14奈良県林業統計　平成11年度 2001 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2001/8/14研究紀要　第二号 1995 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15研究紀要　第三号 1996 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15研究紀要　第四号 1997 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15研究紀要　第五号 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15研究紀要　第六号 1999 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15研究紀要　第七号 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15奈良県同和問題関係史料第1集「おほえ－奈良奉行所管内要覧－」 1995 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15奈良県同和問題関係史料第2集「奈良県同和問題関係公文集（Ⅰ）」 1996 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15奈良県同和問題関係史料第3集「大和同志会日誌」 1997 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15奈良県同和問題関係史料第4集「大和国博労関係史料」 1998 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15奈良県同和問題関係史料第5集「日新記聞」 1999 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15奈良県同和問題関係史料第6集「大和郡山藩郷鑑」 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15奈良の非差別民衆史 2001 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2001/8/15



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日賃金・労働時間及び雇用の動き－毎月勤労統計調査地方調査結果年報－平成12年版 2001 6 都道府県 福島県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2001/8/16京都府の勤労統計（毎月勤労統計調査地方調査・特別調査結果）平成12年 2001 7 都道府県 京都府 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2001/8/16科学技術研究調査報告　平成12年 2001 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2001/8/16平成13年3月個人企業営業状況調査報告 2001 7 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2001/8/16貯蓄動向調査報告　平成12年 2001 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2001/8/16野菜生産出荷統計　平成7年産 1997 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 畜産・農産園芸・流通  総務部 2001/8/17果樹生産出荷統計　平成7年産 1997 2 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 畜産・農産園芸・流通  総務部 2001/8/17第121回　国税庁統計年報書（平成7年度版） 1997 3 国関係機関 国税庁 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2001/8/17大阪営林局事業統計書　平成7年度 1996 9 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 林業 林業一般 大阪営林局 総務部 2001/8/17奈良県の大都市地域における住宅及び住宅地の供給に関する計画 2001 6 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  土木部 2001/8/21奈良県　新・住宅マスタープラン～未来・やまとの住まいづくり計画～ 2001 5 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  土木部 2001/8/21奈良県立医科大学概要　平成13年度 2001 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2001/8/21学校基本数一覧表　平成12年度 2000 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2001/8/24学校基本数一覧表　平成13年度 2001 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2001/8/24奈良県鉱工業生産指数（平成7年基準）平成12年 2001 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2001/8/24包括外部監査の結果報告書　平成12年度 2001 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2001/8/24文部統計要覧　平成13年版 2000 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  2001/8/29日本国勢図会　2001/02年版 2001 6 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）矢野恒太記念会 2001/8/29関西活性化白書　2001年版 2001 5 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 （財）関西産業活性化センター 2001/8/29公害紛争処理白書　平成13年版 2001 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 環境 環境保全一般 公害等調整委員 2001/8/29図説　漁業白書　平成12年度版 2001 6 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 水産 （財）農林統計協 2001/8/29女性労働白書－働く女性の実情－平成12年版 2001 5 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 （財）２１世紀職業財団 2001/8/29都道府県・政令指定都市別全国プロジェクト要覧2001年度版 2001 8 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政計画 （株）月刊同友社 2001/8/29目で見る医療保険白書（平成13年版） 2001 5 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 医療保険制度研究会 2001/8/29情報通信白書　平成13年版 2001 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  2001/8/30土地白書　平成13年版 2001 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2001/8/30図説　食料・農業・農村白書参考統計表　平成12年度 2001 7 その他 その他団体等 統計資料 農業 農業一般 （財）農林統計協 2001/8/30通商白書（総論）2001 2001 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  2001/8/30通商白書（各論）2001 2001 5 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  2001/8/30首都圏白書　平成13年版 2001 6 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2001/8/30第40出入国管理統計年報　平成13年版 2001 6 国関係機関 法務省 統計資料 人口・世帯 人口一般  2001/8/30気候変動監視レポート　2000 2001 4 国関係機関 気象庁 行政資料 環境 環境保全一般  2001/8/30ポケット樹皮図鑑－紀伊半島の主要有用樹－ 2001 3 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 南近畿林業試験研究機関会議 農林部 2001/8/31事業概要　平成13年度  産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  商工労働部 2001/8/31



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日卸売市場の概要 2001 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2001/9/5要覧　2001（平成12年度図書館年報） 2001 4 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良図書館（奈良・橿原） 2001/9/11奈良県地価調査基準地価格一覧　平成13年 2001 9 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2001/9/20第9回「宝くじ」に関する世論調査報告書 2001 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 （財）日本宝くじ協 総務部 2001/9/20第9回「宝くじ」に関する世論調査報告書（要約版） 2001 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 （財）日本宝くじ協 総務部 2001/9/20知事提出議案説明要旨（第258回定例県議会） 2001 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/9/26（第258回定例県議会提出）平成13年度一般会計特別会計補正予算案その他 2001 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/9/26（第258回定例県議会提出）平成13年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2001 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/9/26奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成12年度 2001 8 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  総務部 2001/9/26奈良県病院事業費特別会計決算書　平成12年度 2001 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 税・財政 予算・決算  2001/9/26STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2001 2001 8 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2001/9/26平成12年国勢調査　抽出速報集計結果 2001 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/9/26平成12年国勢調査　調査結果の利用案内 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/9/26鳥取県勢要覧　平成12年版 2000 都道府県 鳥取県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2001/9/28香川県統計要覧　2000 2000 3 都道府県 香川県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2001/9/28奈良県出資法人（平成13年度事業計画・平成12年度業務報告） 2001 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/10/1奈良県公立高等学校　学校紹介　平成13年度 2001 10 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2001/10/9第3次吉野町総合計画 2001 9 奈良県市町村 吉野町 行政資料 総合行政 行政計画  奈良県市町村 2001/10/10青少年白書　平成13年版 2001 8 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2001/10/12社会保障年鑑　2001年版 2001 6 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 健康保険組合連合会 2001/10/12JNTO国際観光白書「世界と日本の国際観光交流の動向」2001年版 2001 1 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション （特）国際観光振興会 2001/10/12地方選挙の手引（平成13年） 2001 6 その他 その他団体等 行政資料 議会・選挙 選挙 選挙制度研究会 2001/10/12厚生統計要覧　平成12年版 2001 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計)  2001/10/12保育白書　2001年版 2001 8 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 （株）草土文化 2001/10/12国民栄養の現状（平成11年国民栄養調査結果） 2001 7 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 健康・栄養情報研究会 2001/10/12余暇・レジャー総合統計年報　2001 2001 9 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （株）食品流通情報センター 2001/10/16気象年鑑　2001年版 2001 8 国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 （財）日本気象協 2001/10/16物価を見る目（平成13年版） 2001 8 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  2001/10/16我が国の人口動態　平成13年 2001 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 （財）厚生統計協 2001/10/16厚生労働白書　平成13年版 2001 9 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2001/10/16平成11年分税務統計から見た民間給与の実態 2000 12 国関係機関 国税庁 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  2001/10/16原子力安全白書　平成12年版 2001 4 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 原子力安全委員 2001/10/16地域保健・老人保健事業報告（老人保健編）平成11年 2001 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2001/10/16住民基本台帳人口要覧　平成13年版 2001 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 （財）国土地理協会 2001/10/16簡易生命表　平成11年 2000 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 （財）厚生統計協 2001/10/17



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日防衛白書　平成13年版 2001 8 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般  2001/10/17日本の水資源　平成13年版 2001 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  2001/10/17外交青書　平成13年版　別冊 2001 7 国関係機関 外務省 行政資料 生活文化 国際交流  2001/10/17医療施設調査（静態調査・動態調査）病院報告－上巻（全国編）－平成11年 2001 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協会 2001/10/17医療施設調査（静態調査・動態調査）病院報告－下巻（都道府県編）－平成11年 2001 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協会 2001/10/17くらしと物価（平成13年版） 2001 8 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 消費生活  2001/10/17職員の給与等に関する報告及び勧告（平成13年10月） 2001 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2001/10/18業務概要　平成13年度 2001 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 2001/10/18数字でみる鉄道　2001年版 2001 10 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 鉄道・自動車保有台数 （財）運輸政策研究機構 2001/11/7建築統計年報　平成13年度版 2001 9 国関係機関 国土交通省 統計資料 建設(統計) 建設 （財）建設物価調査会 2001/11/7地域経済総覧　2002 2001 10 その他 その他団体等 統計資料 経済 経済一般 東洋経済新報社 2001/11/7観光の実態と志向（第19回）平成12年度 2001 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協 2001/11/7全国観光動向（平成11年（度）都道府県別観光地入込客統計） 2001 8 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協会 2001/11/7ジェトロ貿易白書　2001年版 2001 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 2001/11/7消費生活年報　2001 2001 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 2001/11/7女性白書　2001 2001 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 日本婦人団体連合会 2001/11/7くらしの豆知識　2002年版 2001 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 2001/11/7主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成12年度 2001 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2001/11/13裁判所データブック　2001 2001 国関係機関 裁判所 行政資料 総合行政 行政一般  2001/11/13世界の女性　2000－動向と統計 2001 5 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人  総務部 2001/11/16平成13年2月労働力調査特別調査報告（労働力調査資料第67号） 2001 8 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 労働力調査  総務部 2001/11/16毎月勤労統計調査年報－地方調査－（熊本県の賃金・労働時間及び雇用の動き）平成12年分 2001 10 都道府県 熊本県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2001/11/16毎月勤労統計調査年報－全国調査－平成12年 2001 7 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2001/11/16環境調査報告書（大気編）平成12年度 2001 10 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2001/11/20平成14年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成13年11月 2001 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  2001/11/27平成9年　農業経営統計調査報告　農業経営部門別統計（総合編） 1999 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/28平成9年　農業経営統計調査報告　農業経営部門別統計（第1分冊，稲作・麦類・豆類・いも類・工芸農作物 1999 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/28平成9年　農業経営統計調査報告　農業経営部門別統計（第2分冊，野菜・果樹・花き部門編） 1999 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/28平成9年　農業経営統計調査報告　農業経営部門別統計（第3分冊，畜産・養蚕部門編） 1999 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成9年産　農業経営統計調査報告　工芸農作物等の生産費 1999 2 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/28平成9年産　農業経営統計調査報告　米及び麦類の生産費 1998 12 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/28平成9年　農業経営統計調査報告　畜産物生産費 1998 9 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/28平成9年　農業組織経営体経営調査報告　農業組織経営体経営統計（併載　平成7年・8年） 1999 6 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/28平成9年産　農業組織経営体経営調査報告　農業組織経営体の生産費 1999 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/28平成10年　農林家経営動向調査報告（平成9年併載） 2001 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/28平成9年　農村物価統計 1999 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/29平成10年　農業経営統計調査報告　農業経営動向統計 2000 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/29平成10年　農業経営統計調査報告　農業経営部門別統計（総合編） 2000 2 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/29平成10年　農業経営統計調査報告　農業経営部門別統計（第1分冊，稲作・麦類・豆類・いも類・工芸農作物 2000 2 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/29平成10年　農業経営統計調査報告　農業経営部門別統計（第2分冊，野菜・果樹・花き部門編） 2000 2 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/29平成10年　農業経営統計調査報告　農業経営部門別統計（第3分冊，畜産・養蚕部門編） 2000 2 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/29平成10年産　農業経営統計調査報告　工芸農作物等の生産費 2000 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/29平成10年産　農業経営統計調査報告　米及び麦類の生産費 2000 2 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/29平成10年　農業経営統計調査報告　畜産物生産費 1999 8 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/29平成10年　農業経営統計調査報告　野菜・果樹品目別統計 2000 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/29平成10年　農業組織経営体経営調査報告 2000 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/29平成10年　農村物価統計 1999 12 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2001/11/29（第259回定例県議会提出）平成13年度一般会計特別会計補正予算案その他 2001 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/12/4（第259回定例県議会提出）平成13年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2001 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/12/4平成12年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2001 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2001/12/4奈良県営水道のあゆみ－県水を送り続けて30年－ 2001 3 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2001/12/4統計基準年報　平成12年度 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2001/12/4暮らし・住まい「大都市の戸建住宅に住む」 2001 10 その他 その他団体等 行政資料 建設 建築・住宅 （財）日本統計協 総務部 2001/12/4統計でみる日本　2002年版 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）日本統計協 総務部 2001/12/4



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日海上保安レポート　2001 2001 8 国関係機関 海上保安庁 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  2001/12/6地方財政計画　平成13年度 2001 2 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政  2001/12/6日本の大気汚染状況　平成12年版 2001 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 大気汚染 大気汚染法令研究会 2001/12/6日本の国際観光統計　2000年版 2001 8 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （財）国際観光サービスセンター 2001/12/6国民医療費　平成11年版 2001 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2001/12/6補助金総覧　平成13年度 2001 10 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 日本電算企画 2001/12/6警察白書　平成13年版 2001 10 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 治安  2001/12/6地方公務員給与の実態　平成12年 2001 4 その他 その他団体等 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 （財）地方財務協 2001/12/6地方公務員給与に実態（別冊）平成12年 2001 4 その他 その他団体等 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 （財）地方財務協 2001/12/6地域保健・老人保健事業報告（地域保健編）平成11年 2001 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2001/12/6ビジュアルデータ　平成12年版 2001 8 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 （財）交通事故総合分析センター 2001/12/7医療白書　2001年度版 2001 10 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 （株）日本医療企 2001/12/7国民の福祉の動向（厚生の指標　臨時増刊・第48巻第12号・通巻第755号）2001年 2001 10 その他 その他団体等 統計資料 福祉 福祉一般(統計) （財）厚生統計協会 2001/12/7全国市町村要覧（平成13年版） 2001 11 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 市町村自治研究 2001/12/7マンガで見る環境白書Ⅷ 2001 11 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  2001/12/7公正取引委員会年次報告（独占禁止白書）平成13年 2001 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 経済政策 公正取引委員会 2001/12/7知事提出議案説明要旨（第259回定例県議会） 2001 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/12/10（第259回定例県議会提出）平成13年度一般会計補正予算に関する説明書 2001 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/12/10（第259回定例県議会提出）平成13年度一般会計補正予算案その他 2001 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2001/12/10平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　12　千葉県 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　20　長野県 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　24　三重県 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　25　滋賀県 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　26　京都府 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　28　兵庫県 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　29　奈良県 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　31　鳥取県 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/12平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　34　広島県 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/12平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　35　山口県 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　39　高知県 2001 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/12平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　44　大分県 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/12平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　45　宮崎県 2001 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2001/12/12磁気媒体等により民間及び都道府県に提供される統計データの概要 2000 12 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 2001/12/13第47回　群馬県統計年鑑　平成13年刊行 2001 9 都道府県 群馬県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部保健所事業概況　平成12年度版 2001 11 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2001/12/28奈良県人名年鑑　2002年度版 2001 12 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 （株）奈良文化 総務部 2002/1/9平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　05　秋田県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　06　山形県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　07　福島県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　08　茨城県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　09　栃木県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　16　富山県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　17　石川県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　18　福井県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　21　岐阜県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　32　島根県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　40　福岡県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/11平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　42　長崎県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/11業務概況（平成13年版） 2001 12 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2002/1/15平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　04　宮城県 2001 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/23平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　19　山梨県 2001 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/23平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　33　岡山県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/23平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　30　和歌山県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/23平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　36　徳島県 2001 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　41　佐賀県 2001 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/23平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　46　鹿児島県 2001 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/23平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　47　沖縄県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/23平成12年国勢調査報告　第2巻　その1　全国編 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/1/23データでみる県勢　2002年版 2001 12 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）矢野恒太記念会 2002/1/30交通事故統計年報　平成12年版 2001 11 その他 その他団体等 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 （財）交通事故総合分析センター 2002/1/30経済財政白書　平成13年版 2001 12 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  2002/1/30国民医療年鑑　平成12年度版 2001 10 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 （株）春秋社 2002/1/30民間給与の実態（平成13年版）－平成13年職種別民間給与実態調査の結果－ 2001 12 国関係機関 人事院 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  2002/1/30公益法人白書　平成13年版 2001 12 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  2002/1/30犯罪白書　平成13年版 2001 11 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 治安  2002/1/30奈良県税務統計　平成12年度 2001 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2002/2/1身近な暴力　ドメスティック・バイオレンスをなくすために（相談事例集） 2002 1 文化・教育・くらし創造部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2002/2/4第53回　労働統計年報（平成12年） 2002 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) （財）労務行政研究所 2002/2/5介護福祉ハンドブック　2001 2001 12 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護福祉ハンドブック編集委員会 2002/2/5老人福祉のてびき　平成13年度版 2001 12 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 （財）長寿社会開発センター 2002/2/5食料白書　2002年版 2001 11 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農業経済 （財）食料・農業政策研究センター 2002/2/5「子どもの学習費調査」結果　平成12年度 2002 1 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2002/2/72000年世界農林業センサス　第1巻　奈良県統計書（農業編） 2001 12 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  2002/2/8行政機構図　2002年版 2002 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 2002/2/14平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　01　北海道（第1分冊） 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　01　北海道（第2分冊） 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　02　青森県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　03　岩手県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　10　群馬県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　11　埼玉県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　13　東京都 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　14　神奈川県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　15　新潟県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　22　静岡県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　23　愛知県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　27　大阪府 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　37　香川県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　38　愛媛県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19平成12年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　43　熊本県 2001 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/2/19業務年報　平成12年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2002/2/20奈良県の結核　平成12年版 2002 1 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 2002/2/202000年世界農林業センサス　第2巻　農家調査報告書（総括編） 2001 10 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  2002/2/212000年世界農林業センサス　第4巻　農家以外の農業事業体調査報告書 2002 1 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  2002/2/21わがまち自慢の健康づくり－実践活動事例集－平成13年度 2002 福祉医療部 健康安全局健康増進課 行政資料 保健衛生 健康  2002/2/26一般旅券発行概要　平成13年 2002 2 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  2002/2/26知事提出議案説明要旨（第260回定例県議会） 2002 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/2/27（第260回定例県議会提出）平成14年度一般会計特別会計予算案 2002 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/2/27（第260回定例県議会提出）平成14年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2002 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/2/27条例その他予算外議案（第260回定例県議会提出） 2002 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/2/28奈良県市町村要覧　平成13年度 2002 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2002/3/1まほろば地域づくりハンドブック 2002 2 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2002/3/4保健所事業概況　平成12年度版 2001 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2002/3/5平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　01　北海道 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/6平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　03　岩手県 2001 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/6平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　05　秋田県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/6平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　07　福島県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/6平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　09　栃木県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/6平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　10　群馬県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/6



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　12　千葉県 2001 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/6平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　16　富山県 2001 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/6平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　18　福井県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/6平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　19　山梨県 2001 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/6平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　21　岐阜県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　24　三重県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　25　滋賀県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　26　京都府 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　30　和歌山県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　32　島根県 2001 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　36　徳島県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　37　香川県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　39　高知県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7奈良県貿易実態調査報告書　2000年（1月～12月） 2001 12 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2002/3/7平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　41　佐賀県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/8平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　42　長崎県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/8平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　44　大分県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/8平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　45　宮崎県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/8平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　46　鹿児島県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/8社会・人口統計体系　基礎データ項目定義集　上巻 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2002/3/8社会・人口統計体系　基礎データ項目定義集　下巻 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2002/3/8知事提出議案説明要旨（第260回定例県議会） 2002 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/3/11（第260回定例県議会提出）平成13年度一般会計特別会計補正予算案その他 2002 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/3/11（第260回定例県議会提出）平成13年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2002 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/3/11



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日夏の肌着についての調査報告書（奈良県委託事業） 2001 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12靴についての調査報告書（奈良県委託事業） 1996 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12写真の品質と価格についての調査報告書（奈良県委託事業） 1999 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12贈答品の包装についての調査報告書（奈良県委託事 1994 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12牛乳についての調査報告書（奈良県委託事業） 1993 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12ふとんについての調査報告書（奈良県委託事業） 1992 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12家庭から出るゴミについての調査報告書（奈良県委託事業） 1991 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12通信販売についての調査報告書（奈良県委託事業） 1900 3 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/12ボランティアグループ名簿（平成12年度） 2001 1 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 （社福）奈良県社会福祉協議会 2002/3/12第25次　奈良県海外労働事情調査団　ドイツ・イタリア視察報告書 2002 産業・観光・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2002/3/12奈良県推計人口年報　平成13年10月1日 2002 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2002/3/14なら男女共同参画プラン21－奈良県男女共同参画計画（なら女性プラン21改訂版）－ 2002 2 文化・教育・くらし創造部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2002/3/14生涯学習推進指導者養成研修　研修集録　平成13年度  教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県社会教育センター 2002/3/14奈良県の水道概要　平成9年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2002/3/15奈良県の水道概要　平成10年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2002/3/15奈良県の水道概要　平成11年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2002/3/15大和・木津川地域森林計画の一斉変更計画書（大和・木津川森林計画区） 2002 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/3/19吉野地域森林計画の一斉変更計画書（吉野森林計画区） 2002 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/3/19北山・十津川地域森林計画の一斉変更計画書（北山・十津川森林計画区） 2002 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/3/19平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　04　宮城県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/20平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　06　山形県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/20平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　08　茨城県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/20平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　17　石川県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/20平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　20　長野県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/20平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　23　愛知県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/20平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　29　奈良県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/20平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　31　鳥取県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/20平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　43　熊本県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/20



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　47　沖縄県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/202000年世界農林業センサス　第1巻　奈良県統計書（林業編） 2002 2 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  2002/3/20保健統計年報　平成12年 2002 2 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  福祉部 2002/3/27奈良県の都市計画 2002 1 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画 奈良県都市計画協会 土木部 2002/3/28平成12年国勢調査　奈良県市町村・町丁字別人口一 2002 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/28第13回二次イオン質量分析国際会議及び関連国際会議　奈良県への経済効果報告書 2002 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 産業経済一般 （財）奈良コンベンションビューロー 2002/3/28生鮮野菜についての調査報告書（奈良県委託事業） 2002 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  2002/3/28衛生行政報告例　平成12年度 2002 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2002/3/28国土交通白書　平成13年度 2002 3 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2002/3/28ソフト系ＩＴ産業の実態調査報告書 2001 10 国関係機関 国土交通省 行政資料 産業経済 産業経済一般  2002/3/28訪日外国人旅行者調査－訪問地等について－2000年～2001年 2001 12 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （特）国際観光振興会 2002/3/28全国環境行政便覧　平成13年版 2001 12 国関係機関 環境省 行政資料 保健衛生 環境衛生  2002/3/2821世紀の生涯学習入門 2001 10 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 社会教育  2002/3/28政策効果分析レポート2001 2001 12 国関係機関 内閣府 行政資料 総合行政 行政一般  2002/3/28山口県勢要覧　平成13年 2001 4 都道府県 山口県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2002/4/3統計なら　平成１３年度版 2002 4 奈良県市町村 奈良市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2002/4/8学校保健統計調査報告書　平成１３年度 2002 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2002/4/8行政情報化に関する資料集（Ⅸ） 2002 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 その他 2002/4/9公共サイバースペースにおける双方向型情報交流手法に関する調査研究報告書 2002 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （社）行政情報システム研究所 2002/4/10バイオメトリクス技術の行政情報システムへの適用に関する調査研究報告 2002 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （社）行政情報システム研究所 2002/4/10奈良県財政健全化指針 2002 3 総務部 行政経営課 行政資料 総合行政 行政一般  2002/4/10子どもの学習費調査報告書平成１２年度 2002 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  2002/4/10平成12年国勢調査報告　第1巻　人口総数 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  2002/4/16平成2年国勢調査報告　第3巻　第2次基本集計結果その2　都道府県・市区町村編　47　沖縄県 2002 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  1993/5/11平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　02　青森県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/6平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　13　東京都 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/4/16平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　15　新潟県 2002 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/6平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　27　大阪府 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　28　兵庫県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　35　山口県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　38　愛媛県 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/3/7



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日地価公示　平成14年 2002 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2002/4/18地価公示標準地の付近案内図　平成14年 2002 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2002/4/18科学技術研究調査報告　平成13年 2002 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2002/4/18橿原市統計書　平成13年版 2002 3 奈良県市町村 橿原市 統計資料 総記(統計) その他統計資料 橿原市 総務部 2001/4/24奈良県立美術館紀要　第9号 1994 7 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1995/4/7奈良県立美術館紀要　第11号 1997 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6奈良県立美術館紀要　第12号 1998 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6奈良県立美術館紀要　第13号 1999 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6奈良県立美術館紀要　第14号 2000 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6奈良県立美術館年報　平成10年度 2000 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6奈良県立美術館年報　平成11年度 2001 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6奈良県立美術館年報　平成12年度 2002 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1997/3/6中小企業の経営指標　平成13年度調査 2002 3 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 （社）中小企業診断協会 2002/4/10第76次　農林水産省統計表（平成11年～12年） 2001 2 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 （財）農林統計協会 2002/1/25第7次奈良県職業能力開発計画（平成13年度～17年  産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 能力開発  2001/4/22奈良県文化財調査報告書　第71集(東大寺三社池） 1996 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2001/6/7橿原考古学研究所調査報告　第75冊（坪井・大福遺 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2000/6/7橿原考古学研究所調査報告　第78冊（菅田遺跡） 2000 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2000/6/7発掘調査報告　平城京左京七条一坊十五・十六坪 1997 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 1997/6/7奈良県公報　製本　平成12年4月から9月 2000 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10奈良県公報　製本　平成12年10月から3月 2000 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2001/5/10統計レポート　製本　平成11年度 1999 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 2002/5/10統計レポート　製本　平成12年度 2000 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 2002/5/10奈良県の工業　製本　平成8～年9年 1998 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2002/5/7我が国の人口集中地区　平成12年度 2002 3 国関係機関 総務省 行政資料 教育 教育一般  総務部 2002/5/22平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　11　埼玉県 2002 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/5/22平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　14　神奈川県 2002 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/5/22平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　22　静岡県 2002 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/5/22平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　33　岡山県 2002 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/5/22平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　34　広島県 2002 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/5/22平成12年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　40　福岡県 2002 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/5/22平成12年国勢調査報告　第3巻　その1　全国編編 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/5/22平成12年国勢調査　人口集中地区の人口 2002 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/5/222000年世界農林業センサス　第3巻　農家調査報告書－農家分類編－　第1集 2000 11 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  2002/5/22



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日2000年世界農林業センサス　第3巻　農家調査報告書－農家分類編－　第2集 2000 11 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  2002/5/222000年世界農林業センサス　第3巻　農家調査報告書－農家分類編－　第3集 2000 11 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  2002/5/22国民経済計算年報　平成14年版 2002 4 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済計算  総務部 2002/5/22消費者物価指数年報　平成13年 2002 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2002/5/22平成13年8月労働力調査特別調査報告（労働力調査資料第68号） 2002 2 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 労働力調査  総務部 2002/5/22会計検査のあらまし－平成12年度決算－ 2002 2 国関係機関 会計検査院 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2002/5/22群馬県勢要覧　平成13年度 2001 3 都道府県 群馬県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2002/5/22奈良県有財産表　平成13年3月31日現在 2000 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 2002/5/23奈良県の工業（平成12年工業統計調査結果報告書） 2002 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2002/6/18平成遷都１３００年記念事業マスタープラン 2002 5 文化・教育・くらし創造部 平城遷都千三百年記念事業準備事務局企 行政資料 総合行政 行政一般  2002/6/18研究紀要　第7集 2002 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2002/6/18住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢別人口（平成13年10月1日現在） 2001 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2002/6/18大阪市勢要覧　平成12年版 2001 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) その他統計資料 大阪市 総務部 2002/6/18大和高田市統計資料　平成13年版 2002 3 奈良県市町村 大和高田市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2002/6/18住民基本台帳人口移動報告年報　平成13年 2002 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2002/6/18近畿財政経済統計年報　平成8年版 1996 9 国関係機関 近畿財務局 統計資料 行財政 財政(統計)  総務部 2002/6/19近畿財政経済統計年報　平成9年版 1997 8 国関係機関 近畿財務局 統計資料 行財政 財政(統計)  総務部 2002/6/19業務統計年報　平成6年版 1994 8 国関係機関 その他の政府関係機 統計資料 経済 経済一般 国民金融公庫 総務部 2002/6/19業務統計年報　平成7年版 1995 8 国関係機関 その他の政府関係機 統計資料 経済 経済一般 国民金融公庫 総務部 2002/6/19業務統計年報　平成8年版 1996 8 国関係機関 その他の政府関係機 統計資料 経済 経済一般 国民金融公庫 総務部 2002/6/19奈良県青果物卸売市場統計年報　平成7年 1996 8 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 畜産・農産園芸・流通 奈良統計情報事務所 2002/6/19奈良県青果物卸売市場統計年報　平成8年 1997 9 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 畜産・農産園芸・流通 奈良統計情報事務所 2002/6/19平成８年分税務統計から見た申告所得税の実態 1998 3 国関係機関 国税庁 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2002/6/19平成９年分税務統計から見た申告所得税の実態 1999 3 国関係機関 国税庁 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2002/6/19平成８年分税務統計から見た法人企業の実態 1997 12 国関係機関 国税庁 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2002/6/19平成９年分税務統計から見た法人企業の実態 1998 12 国関係機関 国税庁 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2002/6/19第122回　国税庁統計年報書（平成8年度版） 1998 5 国関係機関 国税庁 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2002/6/19平成8年産農作物市町村別統計 1997 8 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 畜産・農産園芸・流通 奈良統計情報事務所 総務部 2002/6/19陸運統計要覧　平成7年版 1996 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般  総務部 2002/6/19陸運統計要覧　平成8年版 1997 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般  総務部 2002/6/19



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日陸運統計要覧　平成9年版 1998 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般  総務部 2002/6/19陸運統計要覧　平成10年版 1999 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般  総務部 2002/6/19近畿生産農業所得統計　平成7年 1997 3 国関係機関 近畿農政局 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2002/6/19近畿生産農業所得統計　平成8年 1998 3 国関係機関 近畿農政局 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2002/6/19近畿生産農業所得統計　平成9年 1999 3 国関係機関 近畿農政局 統計資料 農業 農業就業状況・農家経済等  総務部 2002/6/19大阪経済の予測 2000 8 都道府県 大阪府 行政資料 産業経済 産業経済一般  総務部 2002/6/19グラフなら県勢　2002 2002 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2002/6/25わが職場のトピックス 2002 5 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2002/6/25賃金事情調査報告書　平成13年度 2002 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  2002/7/5ろうせいハンドブック　平成14年版 2002 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2002/7/5卸売市場の概要　平成１４年６月 2002 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2002/7/5奈良県の仕事と税金（社会科資料）2001 2001 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2002/7/5地方財政統計年報　平成12年度 2002 6 国関係機関 総務省 統計資料 行財政 財政(統計)  総務部 2002/7/5奈良県卸売市場整備計画（第7次） 2002 3 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  2002/7/5奈良県農林部事業の概要　平成14年度 2002 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2002/7/5平成15年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成14年7月 2002 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2002/7/5奈良県介護サービス事業所ガイドブック訪問系サービス事業所編 2002 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2002/7/5奈良県介護サービス事業所ガイドブック通所サービス事業所編 2002 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2002/7/5奈良県介護サービス事業所ガイドブック入所系施設事業所編 2002 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2002/7/5奈良県介護サービス事業所ガイドブック居宅介護支援事業所編 2002 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2002/7/5奈良県の地場産業（地場産業の概要） 2002 7 県関係機関 (財)奈良県広域地場産業振興センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2002/7/5土地利用動向調査　平成13年度 2001 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2002/7/5奈良県土地利用基本計画（計画書・計画図・（参考総 2001 5 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2002/7/5明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画 2000 9 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2002/7/5県立高校将来構想答申 2001 9 教育委員会 教委県立学校企画調整室 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/7/5県立高校再編計画について中間報告 2002 6 教育委員会 教委県立学校企画調整室 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/7/5中学校進路指導資料　～未来をひらく職業教育2001～「伸ばそう個性　めざそう　スぺシャリスト」 2001 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/7/5在日外国人（主として韓国・朝鮮人）児童生徒に関する指導について 2001 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2002/7/5職場体験・ボランティア活動（いきいき・なら体験事業）事例集（第２集） 2002 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/7/5



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日学校教育の指導方針　平成14年度 2002 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/7/5学校教育の指導方針（解説編）　平成14年度 2002 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/7/5地域保健・老人保健事業報告（老人保健編）平成12年 2002 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2002/7/9地域保健・老人保健事業報告（地域保健編）平成12年 2002 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2002/7/9社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）平成12年 2002 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) （財）厚生統計協 2002/7/9国民栄養の現状（平成12年厚生労働省国民栄養調査結果） 2002 5 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 健康・栄養情報研究会 2002/7/9行政投資　平成13年 2002 4 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 財政 （財）地方財務協 2002/7/9原子力安全白書　平成13年版 2002 5 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 原子力安全委員 2002/7/9気候変動監視レポート　2001 2002 4 国関係機関 気象庁 行政資料 環境 環境保全一般  2002/7/9図説　食料・農業・農村白書　平成13年度版 2002 6 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農林水産一般 （財）農林統計協 2002/7/9食料需給表　平成12年度 2002 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般 （財）農林統計協 2002/7/9資料　賃上げの実態（賃金引上げ等の実態に関する調査報告） 2002 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  2002/7/9女性労働白書－働く女性の実情－平成13年版 2002 4 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 （財）２１世紀職業財団 2002/7/9日本の労働政策　平成14年版 2002 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  2002/7/9目でみる医療保険白書（平成14年版） 2002 3 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 医療保険制度研究会 2002/7/9社会保障年鑑　2002年版 2002 5 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 健康保険組合連合会 2002/7/9日本国勢図会　2002/03年版 2002 6 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）矢野恒太記念会 2002/7/9地方選挙の手引（平成14年） 2002 4 その他 その他団体等 行政資料 議会・選挙 選挙 選挙制度研究会 2002/7/9労働統計要覧　平成13年度 2002 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計)  2002/7/9文部科学統計要覧　平成14年度版 2002 1 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  2002/7/9経済要覧　平成14年版 2002 4 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済一般  2002/7/9【内外情勢調査会　知事講演】　変化の時代には創意・工夫こそ力（平成14年度「緊急出動予算」） 2002 2 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2002/7/15暮らし・住まい「住まいの地方性・地域性」 2002 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 建築・住宅 （財）日本統計協 総務部 2002/7/15奈良県勢要覧　2002 2002 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2002/8/12美しい山河を守る災害復旧基本方針　平成１４年６月 2002 6 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 河川 （社）全国防災協 土木部 2002/8/12奈良県森林技術センター研究報告　第31号 2001 12 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/8/12奈良県森林技術センター木材加工資料　№31 2002 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/8/12奈良県森林技術センター林業資料　№17 2002 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/8/12業務報告　平成13年度 2002 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2002/8/12絵だより　2002（平成14年度・主要プロジェクトのご紹 2002 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2002/8/12県民総スポーツ運動の推進　平成14年度 2002 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 2002/8/12学校体育必携　平成14年度 2002 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/8/12奈良県児童・生徒の体力・運動能力調査報告書　平成13年度 2002 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/8/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県スポーツ医・科学報告書（第12集）平成13年度 2002 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 2002/8/12同和保育の手びき　第23集　同和保育指導資料集 2002 3 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 教育 社会教育  福祉部 2002/8/12就学前教育の充実をめざして　2001年度 2002 3 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 教育 教育一般  福祉部 2002/8/12奈良県中小企業融資制度要綱集　平成13年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2002/8/12奈良県中小企業融資制度要綱集　平成14年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2002/8/12中小企業のための金融案内　平成14年度 2002 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2002/8/12奈良県果樹農業振興計画書（目標年度　平成22年 2000 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2002/8/12協同農業普及事業の実施に関する方針　平成１２年４ 2000 4 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2002/8/12多品目小産地育成事業報告書　「一畝から始まる朝市・直売活動」 2002 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2002/8/12農作物病害虫防除指導指針　発生生態と耕種的防除編　(平成13年度) 2001 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2002/8/12農作物の施肥基準 2002 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2002/8/12消費生活　ア・ラ・カルト　№29 2002 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 生活科学センター／第２生活科学センター 2002/8/12平成13年度奈良県男女共同参画海外調査研究事情調査研究報告と提言 2002 2 文化・教育・くらし創造部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2002/8/12身近な暴力　ドメスティック・バイオレンスをなくすために（DV対応マニュアル） 2002 3 文化・教育・くらし創造部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2002/8/12居宅介護支援事業に関するアンケート調査　報告書 2002 3 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 (社福)全国社会福祉協議会 2002/8/12奈良県の水道概要　平成12年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2002/8/12紀伊山地カモシカ保護地域特別調査報告書　平成12･13年度 2002 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 環境 自然保護  2002/8/12調査報告　第79冊　奈良県五條市　居伝遺跡 2000 12 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2002/8/12大阪国税局統計書　平成12年度 2002 6 国関係機関 近畿財務局以外の財務省所管地方支分部 統計資料 行財政 財務(統計) 大阪国税局 総務部 2002/8/12奈良県教育　第90集　第859号 2002 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2002/8/12２００２年４月　新学習指導要領START! 2002 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2002/8/12生きる力の基礎を培う幼稚園教育 2000 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2002/8/12「預かり保育」の参考資料 2002 6 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2002/8/12教科書制度の概要 2002 4 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2002/8/12奈良県の文化財行政　平成14年度 2002 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2002/8/12住みよい福祉のまちづくり施設賞　第6回　表彰施設作品集 2002 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 2002/8/12ひとにやさしい心基準　建築物福祉整備改修事例 2002 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 2002/8/12平成12年国勢調査　調査区関係資料利用の手引 2002 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/8/12廃棄物減量化マニュアル　平成１３年１１月 2001 11 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2002/8/12奈良県　廃棄物排出事業者自己評価ガイドライン　平成１２年１０月 2000 10 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2002/8/12公益法人事務の手引 1991 4 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般  1993/1/12電算システムによる保存文書管理事務の手引 1991 4 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般  1993/1/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日地方自治体監査 1991 6 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 第一法規出版㈱ 1993/1/12日常の生活法学（身近な話題と判例で読む） 1990 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 学陽書房 1993/1/12奈良県の文化財地図帳 1990 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1993/1/12奈良県指定文化財　昭和61年度版（第28集） 1987 10 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  1993/1/12佐味田宝塚古墳（河合町文化財調査報告　第1集） 1986 3 奈良県市町村 河合町 行政資料 生活文化 文化財  1993/1/12史跡　乙女山古墳　付高山2号墳（河合町文化財調査報告　第2集） 1988 3 奈良県市町村 河合町 行政資料 生活文化 文化財  1993/1/12長林寺（河合町文化財調査報告　第3集） 1990 3 奈良県市町村 河合町 行政資料 生活文化 文化財  1993/1/12河合町遺跡詳細分布調査報告（河合町文化財調査報告　第４集） 1990 3 奈良県市町村 河合町 行政資料 生活文化 文化財  1993/1/12馬見丘陵の古墳（佐味田宝塚・新山古墳とその周辺） 1988 6 奈良県市町村 河合町 行政資料 生活文化 文化財  1993/1/12河合町史 1981 4 奈良県市町村 河合町 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12奈良県環境情報管理システム基本調査報告書 1990 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1993/1/12地域環境保全活動データバンク 1991 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  1993/1/12奈良県薬事指導所報告　第9号 1987 福祉医療部 薬事研究センター 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12奈良県薬事指導所報告　第10号 1990 10 福祉医療部 薬事研究センター 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12五條市史　新修 1987 10 奈良県市町村 五條市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12五條市史　史料 1987 10 奈良県市町村 五條市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12図説曽爾の農林業 1986 12 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農林統計協会 1993/1/12研究報告　№17 1991 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1993/1/12天理都市計画図 1990 3 奈良県市町村 天理市 行政資料 建設 都市計画  1993/1/12独占禁止白書のあらまし　平成2年版 1991 4 国関係機関 財務省 行政資料 産業経済 経済政策  1993/1/12公害紛争処理白書のあらまし　平成2年版 1990 9 国関係機関 財務省 行政資料 環境 環境保全一般  1993/1/12警察白書のあらまし　平成2年版 1990 10 国関係機関 財務省 行政資料 防災・防犯 治安  1993/1/12通信白書のあらまし　平成2年版 1990 8 国関係機関 財務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  1993/1/12防衛白書のあらまし　平成2年版 1990 11 国関係機関 財務省 行政資料 総合行政 行政一般  1993/1/12運輸白書のあらまし　平成2年版 1991 2 国関係機関 財務省 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  1993/1/12青少年白書のあらまし　平成2年版 1991 4 国関係機関 財務省 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1993/1/12御所市統計書　平成2年版（第2回） 1990 6 奈良県市町村 御所市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1993/1/12都祁村統計資料編　昭和63年  奈良県市町村 奈良市 統計資料 総記(統計) その他統計資料 都祁村 1993/1/12環境砂防 1990 4 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 治山・治水 (社)全国治水砂防協会 土木部 1993/1/12奈良県林業振興地域整備基本方針書 1990 12 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1993/1/12奈良県の野鳥 1990 4 水循環・森林・景観環境部 森林保全課 行政資料 環境 自然保護  1993/1/12資料　労働運動史　昭和61年 1990 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1993/1/12資料　労働運動史　昭和62年 1991 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  1993/1/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日改訂大和高田市史　前編 1984 11 奈良県市町村 大和高田市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12改訂大和高田市史　後編 1987 3 奈良県市町村 大和高田市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12改訂大和高田市史　資料編 1982 3 奈良県市町村 大和高田市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12桜井市史　上巻 1979 11 奈良県市町村 桜井市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12桜井市史　下巻 1979 11 奈良県市町村 桜井市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12桜井市史　資料編　上巻 1981 3 奈良県市町村 桜井市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12桜井市史　資料編　下巻 1981 3 奈良県市町村 桜井市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12知事提出議案説明要旨（第201回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12（第196回定例県議会提出）昭和62年度一般会計特別会計予算案  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12知事提出議案説明要旨（第205回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12知事提出議案説明要旨（第209回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12知事提出議案説明要旨（第213回定例県議会）  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12あすをひらくＮａｒａの女性（今、確かな歩みを） 1991 3 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  1993/1/12奈良県立商科大学研究季報　第2巻第1号 1991 7 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1993/1/12奈良県立商科大学研究季報（開学記念号） 1990 12 県関係機関 奈良県立大学 行政資料 教育 教育一般  1993/1/12奈良の野菜（第１部　軟弱野菜） 1991 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12伸びゆく大和茶  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12土地利用型農作物生産性向上指針 1991 4 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12やさしさを行動に（障害をもつ人へのエチケット） 1989 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  1993/1/12奈良の年中行事 1991 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1993/1/12奈良市史　通史1 1990 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12奈良市史　通史3 1988 2 奈良県市町村 奈良市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12同和問題の解決をめざして（№7　くらしを見つめて）  文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1993/1/12同和問題の解決をめざして（№8　仕事をみつめて） 1988 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1993/1/12同和問題の解決をめざして（№10　差別と解放の歴史をみつめて） 1990 3 文化・教育・くらし創造部 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1993/1/12同和問題の解決をめざして（№11　もう一度　見つめ直してみませんか） 1991 文化・教育・くらし創造部 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1993/1/12なぜ　なるほど　どうするの 1990 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1993/1/12わんぱくマー坊土俵入り 1991 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  1993/1/12災害にあったらどうする（まんがで見る災害復旧） 1989 2 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12農業集落排水のしおり（きれいな水で快適な農村） 1988 9 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 耕地 (社)日本農業集落排水協会 1993/1/12集落地域整備法と農業集落整備事業 1987 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 耕地 全国土地改良事業団体連合会 1993/1/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日農業基盤の整備（平成に豊かさ築く－土地改良） 1989 11 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 耕地 全国土地改良事業団体連合会 1993/1/12農業農村の整備（豊かな国民生活を築く） 1990 11 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 耕地 全国土地改良事業団体連合会 1993/1/12生駒市統計書　平成2年版 1991 3 奈良県市町村 生駒市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  1993/1/12生駒市誌　通史・地誌編Ⅴ 1985 3 奈良県市町村 生駒市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12生駒市誌　資料編Ⅳ 1980 12 奈良県市町村 生駒市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12生駒市誌　資料編Ⅲ 1977 5 奈良県市町村 生駒市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12香芝町史 1976 4 奈良県市町村 香芝市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12香芝町史（史料編） 1976 4 奈良県市町村 香芝市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12田原本町史（本文編） 1986 9 奈良県市町村 田原本町 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12田原本町史（史料編第1巻） 1988 3 奈良県市町村 田原本町 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12田原本町史（史料編第2巻） 1986 3 奈良県市町村 田原本町 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12上牧町史 1977 12 奈良県市町村 上牧町 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12上牧町史（史料編） 1977 12 奈良県市町村 上牧町 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12奈良県立美術館蔵品百選 1991 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1993/1/12孤高の画家　大村長府（大和美術史料第1集） 1978 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1993/1/12蔵品図録　第八集（絵画篇Ⅲ） 1989 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1993/1/12蔵品図録　第九集（工芸篇Ⅰ） 1990 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1993/1/12奈良県公立文化施設ガイドブック 1991 3 文化・教育・くらし創造部 文化会館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県公立文化施設協議会 企画部 1993/1/12奈良県新公会堂（ビッグルーフ日本一広い屋根）  県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1993/1/12大塔村史 1979 12 奈良県市町村 大塔村 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12ポイント解説　財政と社会保障の諸問題 1990 10 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 税・財政一般 年金研究所 1993/1/12わかりやすい恩給のしくみ 1991 4 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1993/1/12奈良県の都市計画 1989 1 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画 奈良県都市計画協会 1993/1/12青山めぐる歴史と未来のまちづくり（奈良県都市景観懇談会報告書） 1989 6 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  1993/1/12橿原市史　上巻 1987 3 奈良県市町村 橿原市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12橿原市史　下巻 1987 3 奈良県市町村 橿原市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12橿原市史　史料　第1巻 1986 10 奈良県市町村 橿原市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日橿原市史　史料　第2巻 1986 10 奈良県市町村 橿原市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12橿原市史　史料　第3巻 1986 10 奈良県市町村 橿原市 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史  1993/1/12ならのけいさつ　'91  その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安  1993/1/12民俗博物館研究紀要　第12号 1990 4 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  1993/1/12奈良県立都市公園条令関係法規集 1989 4 産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 行政資料 環境 自然保護  1993/1/12奈良県議会歴代議員名簿 1987 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12奈良県議会歴代議員名簿 1991 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12奈良県議会提要（平成2年3月発行） 1990 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  1993/1/12公用文の書き表しかたの基準（資料集）改訂版 1987 10 国関係機関 文化庁 行政資料 総記 辞書・辞典  1993/1/12職員の給与等に関する報告及び勧告（平成3年10月） 1991 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  1993/1/12奈良県工業実態調査報告書 1989 3 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1993/1/12奈良県地場産業情報化推進モデル事業調査研究報 1991 3 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1993/1/12奈良県工業振興ビジョン（文化・科学・技術の融合と創 1990 3 産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1993/1/12奈良県産地組合等実態調査報告書  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  1993/1/12こころとからだの元気読本（実践しましょう！健康づくり10か条） 1991 7 福祉医療部 健康安全局健康増進課 行政資料 保健衛生 健康  1993/1/12結核集団感染（疑）事例と発生時のマニュアル 1991 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  1993/1/12公用文の書き表しかたの基準（資料集）増補版 1991 9 国関係機関 文化庁 行政資料 総記 辞書・辞典  1993/1/12奈良県畜産試験場研究報告　第16号 1989 11 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  1993/1/12奈良の畜産　1988 1988 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1993/1/12家畜保健衛生所　40年のあゆみ 1991 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  1993/1/12奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成元年度 1990 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  1993/1/12豆腐製造業監視指導マニュアル 1991 1 文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 食品衛生  1993/1/12合併処理浄化槽補助事業にかかる事務処理要領 1991 文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1993/1/12建設廃棄物処理ガイドライン（建設・解体工事に伴う廃棄物処理に関する技術指針・同解説） 1990 文化・教育・くらし創造部 健康安全局生活衛生課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  1993/1/12農業近代化資金等関係法規集  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  1993/1/12第Ⅰ期まほろば未来塾成果報告書（第Ⅰ期未来塾の軌跡） 1991 11 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  1993/1/12市町村決算状況の概要　平成元年度  総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  1993/1/12明日香村における生活環境及び産業基盤の整備等に関する計画 1990 9 総務部 市町村課 行政資料 建設 地域開発  1993/1/12行政不服審査について 1991 1 総務部 市町村課 行政資料 総合行政 行政一般  1993/1/12ことわる勇気 1991 3 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 薬事 (財)麻薬・覚せい剤乱用防止セン 1993/1/12家庭麻薬製造業者実務要領 1991 4 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12新血液事業推進の手引き 1991 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12覚せい剤乱用防止の手引 1991 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12献血事業の現況　平成2年10月 1990 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12ドンジャラ村開村記（フロンティアアドベンチャー事業実施報告書） 1990 2 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1993/1/12家庭教育資料　第7集　教育機能としての家庭の役割 1991 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1993/1/12同和問題啓発映画指導資料　平成2年度  教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1993/1/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日なら・学びの社会づくりプラン（奈良県生涯学習推進基本構想） 1991 10 教育委員会 教委生涯学習課 行政資料 教育 社会教育  1993/1/1216ミリ映写機の取扱いについて 1990 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1993/1/12生涯学習データバンク　№1（奈良県生涯学習関係事業）追録編 1990 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 教育研究所 1993/1/12安心できるお年寄りの介護 1991 1 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  1993/1/12毒物劇物業務上取扱者の実態調査結果にいて 1990 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12毒物劇物業務上取扱者の実態調査結果にいて 1991 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12奈良県薬用植物分布調査結果 1991 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12薬務事務便覧  福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12医薬品製造（輸入販売）業の手引き 1990 7 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12薬事監視員必携（医療施設の薬事法等） 1991 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12奈良の薬草 1991 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12医薬品製造業者実態調査  福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  1993/1/12農業及び生活改良普及指導計画　平成2年度  食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12農業及び生活改良普及指導計画書　昭和61年度  食と農の振興部 東部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12農業及び生活改良普及指導計画書　平成2年度  食と農の振興部 東部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12農業及び生活改良普及指導計画書　平成3年度  食と農の振興部 東部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12農業及び生活改良普及指導計画書　平成2年度  食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12農業及び生活改良普及指導計画書　平成3年度  食と農の振興部 中部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  1993/1/12学校教育の指導指針　平成3年度 1991 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1993/1/12奈良県立高等学校通学区域制度検討委員会最終報 1991 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  1993/1/12奈良県ゴルフ場農薬使用指導要綱 1991 2 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12地力増進対策指針（五条市野原区域内の水田） 1990 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12なす青枯病抵抗性台木「カレヘン」の栽培技術指針 1991 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12渇水対策概要  県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 上下水道  1993/1/12土地利用動向調査　平成2年度 1990 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  1993/1/12軽スポーツガイドブック（第2版） 1991 5 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1993/1/12奈良県スポーツ医・科学報告書 1991 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1993/1/12県民総スポーツ運動の推進　平成3年度 1991 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  1993/1/12いちご早出し技術指針 1991 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12奈良県における農用地利用増進事業の実施状況（農用地利用増進事業10年の歩み） 1991 3 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農産  1993/1/12北山・十津川地域森林計画一斉変更書 1991 9 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1993/1/12大和・木津川地域森林計画一斉変更書（大和・木津川森林計画区） 1991 9 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1993/1/12吉野地域森林計画一斉変更書 1991 9 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  1993/1/12少年非行の概況（昭和61年中） 1987 5 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  1993/1/12少年非行の概況（昭和62年中） 1988 5 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  1993/1/12少年非行の概況（昭和63年中） 1989 5 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  1993/1/12少年非行の概況（平成元年中） 1990 5 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  1993/1/12少年非行の概況（平成2年中） 1991 5 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  1993/1/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日地方教育費調査（平成元会計年度）地方教育行政調査（平成2年5月1日現在） 1991 3 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1993/1/12学校基本数一覧表　平成3年度 1991 5 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  1993/1/12教育予算の概要　平成2年度  教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般  1993/1/12新しい借地法借家法のあらまし（よりよい借地・借家関係にむけて） 1991 国関係機関 法務省 行政資料 総合行政 行政一般  1993/1/12情報化白書　2002 2002 6 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）日本情報処理開発協会 2002/9/27関西活性化白書　2002年版 2002 5 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 （財）関西社会経済研究所 2002/9/27公害紛争処理白書　平成14年版 2002 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 環境 環境保全一般 公害等調整委員 2002/9/27都道府県・政令指定都市別全国プロジェクト要覧2002年度版 2002 8 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政計画 （株）月刊同友社 2002/9/27外交青書　平成14年版 2002 6 国関係機関 外務省 行政資料 生活文化 国際交流  2002/9/27科学技術白書　平成14年版 2002 6 国関係機関 文部科学省 行政資料 総合行政 行政一般  2002/9/27土地白書　平成14年版 2002 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2002/9/27情報通信白書　平成14年版 2002 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  2002/9/27通商白書2002 2002 7 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般  2002/9/27図説　森林・林業白書　平成13年度 2002 7 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 （社）日本林業協 2002/9/27図説　水産白書　平成13年度版 2002 7 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 水産 （財）農林統計協 2002/9/27簡易生命表　平成12年 2001 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 （財）厚生統計協 2002/9/27我が国の人口動態　平成14年 2002 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 （財）厚生統計協 2002/9/27首都圏白書　平成14年版 2002 6 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2002/9/27家計消費の動向　平成14年版 2002 7 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  2002/9/27地域交通年報　平成13年版 2002 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2002/9/27第41出入国管理統計年報　平成14年版 2002 6 国関係機関 法務省 統計資料 人口・世帯 人口一般  2002/9/27五條市統計書　平成13年版（第18回） 2002 3 奈良県市町村 五條市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2002/10/3奈良県鉱工業生産指数（平成7年基準）平成13年 2002 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2002/10/10統計情報インデックス　2002 2002 6 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2002/10/10要覧　2002（平成13年度図書館年報） 2002 4 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良図書館（奈良・橿原） 2002/10/10事業概要　平成14年度 2002 10 産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  商工労働部 2002/10/10奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成14年3月31日現在） 2002 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2002/10/10異常気象時における道路通行規制基準及び道路交通情報の連絡について 2002 7 県土マネジメント部 道路維持課 行政資料 建設 道路  土木部 2002/10/10奈良県地価調査基準地価格一覧　平成14年 2002 9 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2002/10/10平成１３年度　奈良県家庭教育支援推進事業報告書 2002 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 教育一般 奈良県立教育研究所 2002/10/10単身世帯収支調査年報　平成13年 2002 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2002/10/10学校基本数一覧表　平成14年度 2002 8 教育委員会 教委総務福利課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2002/10/10消費動向調査年報　平成14年版 2002 7 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2002/10/10



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日（平成12年国勢調査編集・解説シリーズ№1）我が国人口の概観 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/11予算の話　平成14年度 2002 7 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 予算・決算 財政調査会 2002/10/11熊本県勢要覧　平成12年 2001 3 都道府県 熊本県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2002/10/11和歌山県のすがた（平成13年） 2001 3 都道府県 和歌山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2002/10/15STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2002 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2002/10/15職員の給与等に関する報告及び勧告（平成14年10月） 2002 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2002/10/15毎月勤労統計調査地方調査年報（賃金・労働時間及び雇用の動き）平成13年版 2002 6 都道府県 兵庫県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2002/10/15毎月勤労統計調査年報－全国調査－平成13年 2002 7 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2002/10/15ＰＲＴＲパイロット事業評価報告書　平成１２年度 2001 8 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  2002/10/16ＰＲＴＲパイロット事業評価報告書　平成１3年度 2002 7 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　31 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　33 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　41 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　45 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　47 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　02 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　07 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　12 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　15 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　16 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　19 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　28 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　29 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/16（第262回定例県議会提出）平成14年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2002 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/10/30（第262回定例県議会提出）平成14年度一般会計特別会計補正予算案その他 2002 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/10/30山口県の賃金、労働時間及び雇用の動き　－毎月勤労統計調査地方調査年報－　平成13年 2002 8 都道府県 山口県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2002/10/30



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　03 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　11 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　25 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　32 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　36 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類），世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　37 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　01 北海道 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　03 岩手県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　07 福島県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　09 栃木県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　12 千葉県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　14 神奈川 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　14 神奈川 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　16 富山県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　19 山梨県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　32 島根県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　16 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　28 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　31 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/10/30平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　05 秋田県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　10 群馬県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　18 福井県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　21 岐阜県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　25 滋賀県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　30 和歌山 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　39 高知県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　41 佐賀県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　42 長崎県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　44 大分県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　46 鹿児島 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　02 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　04 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　03 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　07 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　10 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　11 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　12 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　15 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　19 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　29 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　33 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　41 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　45 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　47 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/13平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その1　北海道の人口 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/15平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その3　岩手県の人口 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/15平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その9　栃木県の人口 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/15平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その39　高知県の人口 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/15平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その42　長崎県の人口 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/15



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その46　鹿児島県の人口 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/15主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成13年度 2002 11 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2002/11/15統計基準年報　平成13年度 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2002/11/18図説　食料・農業・農村白書参考統計表　平成13年度 2002 9 その他 その他団体等 統計資料 農業 農業一般 （財）農林統計協 2002/11/26厚生労働白書　平成14年版 2002 9 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2002/11/26防衛白書　平成14年版 2002 9 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般  2002/11/26住民基本台帳人口要覧　平成14年版 2002 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 （財）国土地理協会 2002/11/26余暇・レジャー総合統計年報　2002 2002 11 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （株）食品流通情報センター 2002/11/27医療施設調査（動態調査）病院報告－上巻（全国編）－平成12年 2002 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協会 2002/11/27医療施設調査（動態調査）病院報告－下巻（都道府県編）－平成12年 2002 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協会 2002/11/27気象年鑑　200２年版 2002 8 国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 （財）日本気象協 2002/11/27国民衛生の動向（厚生の指標　臨時増刊第49巻第9号通巻768号）2002年 2002 8 その他 その他団体等 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協会 2002/11/27地方公務員給与の実態　平成13年 2002 6 その他 その他団体等 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 （財）地方財務協 2002/11/27地方公務員給与に実態（別冊）平成13年 2002 6 その他 その他団体等 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 （財）地方財務協 2002/11/27保育白書　2002年版 2002 8 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 （株）草土文化 2002/11/27JNTO国際観光白書「世界と日本の国際観光交流の動向」2002年版 2002 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション （特）国際観光振興会 2002/11/27日本の水資源　平成14年版 2002 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  2002/11/27厚生統計要覧　平成13年版 2002 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計)  2002/11/27男女共同参画白書　平成14年版 2002 6 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2002/11/27日本の大気汚染状況　平成13年版 2002 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 大気汚染 大気汚染法令研究会 2002/11/27青少年白書　平成14年版 2002 8 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2002/11/27平成12年分税務統計から見た民間給与の実態 2001 11 国関係機関 国税庁 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  2002/11/27観光の実態と志向（第20回）平成13年度 2002 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協 2002/11/27ジェトロ貿易白書　2002年版 2002 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 2002/11/27女性白書　2002 2002 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 日本婦人団体連合会 2002/11/27全国観光動向（平成12年（度）都道府県別観光地入込客統計） 2002 9 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協会 2002/11/27建築統計年報　平成14年度版 2002 9 国関係機関 国土交通省 統計資料 建設(統計) 建設 （財）建設物価調査会 2002/11/27地域経済総覧　2003 2002 10 その他 その他団体等 統計資料 経済 経済一般 東洋経済新報社 2002/11/27日本の国際観光統計　2001年版 2002 7 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （財）国際観光サービスセンター 2002/11/27くらしの豆知識　2003年版 2002 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　04 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　10 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　18 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　23 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　42 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　44 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　24 三重県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　26 京都府 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　36 徳島県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　37 香川県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　45 宮崎県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　01 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　05 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　06 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　13 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　18 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　23 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　25 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　32 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　36 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　37 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　42 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　44 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/11/27奈良県立美術館年報　平成13年度 2002 10 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  2002/11/27奈良県立美術館紀要　第15号 2001 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  2002/11/28奈良県立美術館紀要　第16号 2002 3 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  2002/11/28環境調査報告書（大気編）平成13年度 2002 10 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2002/12/3平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その7　福島県の人口 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その12　千葉県の人口 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その16　富山県の人口 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その19　山梨県の人口 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その25　滋賀県の人口 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その30　和歌山県の人口 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その32　島根県の人口 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　04 宮城県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　06 山形県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　08 茨城県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　17 石川県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　20 長野県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　08 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　09 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　21 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　26 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　27 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　30 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　38 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　39 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　46 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/3数字でみる鉄道　2002年版 2002 10 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 鉄道・自動車保有台数 （財）運輸政策研究機構 2002/12/20都市交通年報　平成13年版 2002 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2002/12/20国民医療費　平成12年版 2002 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2002/12/20公正取引委員会年次報告（独占禁止白書）平成14年 2002 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 経済政策 公正取引委員会 2002/12/20経済財政白書　平成14年版 2002 11 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  2002/12/20補助金総覧　平成14年度 2002 8 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 日本電算企画 2002/12/20警察白書　平成14年版 2002 10 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 治安  2002/12/20全国市町村要覧（平成14年版） 2002 11 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 市町村自治研究 2002/12/20地方財政計画　平成14年度 2002 2 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政  2002/12/20平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　01 2002 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　27 2002 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　38 2002 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　02 青森県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　15 新潟県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　29 奈良県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　28 兵庫県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　31 鳥取県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　43 熊本県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　47 沖縄県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　14 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　17 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　22 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　24 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　34 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　35 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　40 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第２部　都道府県・市区町村偏　43 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/20



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日業務概況（平成14年版） 2002 11 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2002/12/20（第263回定例県議会提出）平成14年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2002 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/12/20（第263回定例県議会提出）平成14年度一般会計特別会計補正予算案その他 2002 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/12/20（第263回定例県議会提出）平成14年度一般会計補正予算案その他 2002 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/12/20（第263回定例県議会提出）平成14年度一般会計補正予算に関する説明書 2002 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2002/12/20平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　39 2002 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/24福島県勢要覧　平成13年版 2001 10 都道府県 福島県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2002/12/26統計でみる日本　2003年版 2002 10 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）日本統計協 総務部 2002/12/26毎月勤労統計調査年報－地方調査－平成13年 2002 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2002/12/26民俗博物館研究紀要　第19号 2002 2 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2002/12/26学校教員統計調査報告書　平成13年度 2002 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2002/12/26平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その10　群馬県の人口 2002 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その21　岐阜県の人口 2002 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その26　京都府の人口 2002 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その36　徳島県の人口 2002 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その37　香川県の人口 2002 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その44　大分県の人口 2002 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　11 埼玉県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　23 愛知県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　23 愛知県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　33 岡山県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　35 山口県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　38 愛媛県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第7巻　その1　人口移動Ⅰ人口の転出入状況、移動人口の労働力状態、産業（大分類）、教育　第１部　全国編 2002 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2002/12/26住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢別人口（平成14年10月1日現在） 2002 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2002/12/27ビジュアルデータ　平成13年版 2002 9 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 （財）交通事故総合分析センター 2003/1/14医療白書　2002年度版 2002 11 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 （株）日本医療企 2003/1/14海上保安レポート　2002 2002 5 国関係機関 海上保安庁 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  2003/1/14交通事故統計年報　平成13年版 2002 8 その他 その他団体等 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 （財）交通事故総合分析センター 2003/1/14データでみる県勢　2003年版 2002 12 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）矢野恒太記念会 2003/1/14国民の福祉の動向（厚生の指標　臨時増刊・第49巻第12号・通巻第771号）2002年 2002 10 その他 その他団体等 統計資料 福祉 福祉一般(統計) （財）厚生統計協会 2003/1/14民間給与の実態（平成14年版）－平成14年職種別民間給与実態調査の結果－ 2002 12 国関係機関 人事院 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  2003/1/14国民医療年鑑　平成13年度版 2002 11 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 （株）春秋社 2003/1/14四訂版　図でみる日本の女性データバンク 2001 11 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 財務省印刷局 2003/1/14犯罪白書　平成14年版 2002 11 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 治安  2003/1/14公益法人白書　平成14年版 2002 9 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  2003/1/14行政機構図　2003年版 2003 1 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 2003/1/14地域経済レポート　2002 2002 11 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  2003/1/14第54回　労働統計年報（平成13年） 2002 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) （財）労務行政研究所 2003/1/14食料白書　2003年版 2002 12 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農業経済 （財）食料・農業政策研究センター 2003/1/14インターネット白書　2002 2002 7 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 通信 （株）インプレス 2003/1/14図説交通安全（交通安全対策の手引き）平成14年版 2002 9 国関係機関 総務省 行政資料 防災・防犯 交通安全  生活環境部 2003/1/14平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その5　秋田県の人口 2002 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その18　福井県の人口 2002 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その23　愛知県の人口 2002 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その24　三重県の人口 2002 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その41　佐賀県の人口 2002 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その45　宮崎県の人口 2002 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　05 2002 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　06 2002 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　13 2002 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　20 2002 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第１部　全国編 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　13 東京都 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　13 東京都 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　22 静岡県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　27 大阪府 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　27 大阪府 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　34 広島県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28平成12年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　Ⅰ　人口の男女・年齢、従業者の産業（大分類）　第２部　都道府県・市区町村偏　40 福岡県 2002 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/1/28奈良県税務統計　平成13年度 2002 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2003/2/13（第264回定例県議会提出）平成15年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2003 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/2/24（第264回定例県議会提出）平成15年度一般会計特別会計予算案 2003 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/2/24平成15年度一般会計特別会計予算案の概要 2003 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2003/2/24条例その他予算外議案（第264回定例県議会提出） 2003 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/2/24知事提出議案説明要旨（第264回定例県議会） 2003 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/2/24平成14年度交通安全ファミリー作文コンクール優秀作品集　我が家の交通安全 2003 1 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全  生活環境部 2003/2/25奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第66冊（野山遺跡群Ⅲ） 1992 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 2003/2/25野山遺跡群　戸石・辰巳前地区出土土器・木製品計測表 1992 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 2003/2/25東但馬遺跡（三宅町文化財調査報告書　第２集） 2002 5 奈良県市町村 三宅町 行政資料 生活文化 文化財  2003/2/25飛鳥京跡　苑池遺構　調査概報 2002 10 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 2003/2/25大和の考古学１００0年 2002 10 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/2/25



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県文化財調査報告書　第88集(奈良市大柳生町水木古墳　発掘調査報告書） 2001 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2003/2/25奈良県文化財調査報告書　第89集(箸墓古墳周辺の 2002 10 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/2/25平成15年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成14年11月 2002 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2003/2/25平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その4　宮城県の人口 2003 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/2/25平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その8　茨城県の人口 2003 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/2/25平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その6　山形県の人口 2003 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/2/25平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その14　神奈川県の人口 2003 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/2/25平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その20　長野県の人口 2003 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/2/25平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その29　奈良県の人口 2003 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/2/25平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その43　熊本県の人口 2003 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/2/25平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その47　沖縄県の人口 2003 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/2/25平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　21 2003 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/2/25平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　26 2003 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/2/25平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　30 2003 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/2/25平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　46 2003 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/2/25奈良県公報　製本　平成13年4月から6月 2001 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/2/25奈良県公報　製本　平成13年7月から9月 2001 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/2/25奈良県公報　製本　平成13年10月から12月 2001 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/2/25奈良県公報　製本　平成14年1月から3月 2002 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/2/25奈良県歳入歳出決算報告書　平成12年度 2001 1 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2003/2/25奈良県歳入歳出決算報告書　平成13年度 2002 12 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2003/2/25市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本平成11年度 2001 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2003/2/25県議会時報なら　平成12年　製本　No.202～205 2000 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2003/2/25統計レポート　製本　平成13年度 2001 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 2003/2/25（第264回定例県議会提出）平成14年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2003 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/3/11（第264回定例県議会提出）平成14年度一般会計特別会計補正予算案その他 2003 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/3/11知事提出議案説明要旨（第264回定例県議会） 2003 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/3/11奈良県の結核　平成13年版 2003 2 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 2003/3/11



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その27　大阪府の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/11平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その11　埼玉県の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/11平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その34　広島県の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/11平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その33　岡山県の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/11平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その17　石川県の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/11平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その31　鳥取県の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/11長崎県勢要覧　平成13年版 2002 1 都道府県 長崎県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2003/3/14第26次　奈良県海外労働事情調査団　スウェーデン・デンマーク視察報告書 2003 3 産業・観光・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2003/3/19平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　09 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　08 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　17 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　22 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　24 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その2　青森県の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その13　東京都の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その15　新潟県の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その22　静岡県の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その28　兵庫県の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その35　山口県の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その38　愛媛県の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19平成12年国勢調査解説シリーズ№2　都道府県の人口　その40　福岡県の人口 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/3/19統計調査総覧　国（省庁等）編　平成13年 2002 12 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2003/3/20統計調査総覧　地方公共団体（都道府県・市）編　平成13年 2002 12 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2003/3/20三重県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査年報）平成13年 2002 11 都道府県 三重県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2003/3/20



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日毎月勤労統計調査特別調査報告　平成14年 2002 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2003/3/20毎月勤労統計調査結果報告　平成13年神奈川県　地方調査 2002 12 都道府県 神奈川県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2003/3/20あいちの勤労（毎月勤労統計調査地方調査年報）平成13年 2002 10 都道府県 愛知県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2003/3/20保健所事業概況　平成13年度版 2002 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2003/3/20奈良県市町村要覧　平成14年度 2003 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2003/3/20消防防災年報　平成14年版 2003 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2003/3/28奈良県の工業（平成13年工業統計調査結果報告書） 2003 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2003/4/2国民健康保険及び老人保健（医療）事業状況　平成13年度 2003 2 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  福祉部 2003/4/3特別区の統計　第２２回 2003 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  2003/4/3事業概要　平成14年度  1 県関係機関 (財)奈良県長寿社会推進センター 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  県関係機関 2003/4/3統計局・統計センター百二十年史 1992 6 国関係機関 総務省 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史 総務省統計局 2003/4/3学校保健統計調査報告書　平成１４年度 2003 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2003/4/3山口県勢要覧　平成14年 2002 3 都道府県 山口県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2003/4/3静岡県勢要覧　平成13年度 2002 3 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2003/4/3河川水辺の国勢調査年鑑　魚介類調査、低生動物調査編（平成11年度） 2001 10 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 河川 ㈱山海堂 2003/4/3河川水辺の国勢調査年鑑　植物調査編（平成11年 2001 10 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 河川 ㈱山海堂 2003/4/3河川水辺の国勢調査年鑑　鳥類調査、両生類・爬虫類・哺乳類調査、陸上昆虫類等調査編（平成11年度） 2001 10 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 河川 ㈱山海堂 2003/4/3日本美術年鑑　2000 2002 3 国関係機関 文化庁 行政資料 総記 年鑑 東京文化財研究 2003/4/4六法全書　平成15年版　Ⅰ 2003 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱有斐閣 2003/4/4六法全書　平成15年版　Ⅱ 2003 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 例規/通達/法令 ㈱有斐閣 2003/4/4橿原考古学研究所研究成果　第5冊（馬見古墳群の基礎資料） 2002 6 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2003/4/10南朝石刻　図録　中国南朝陸墓の石造物 2002 5 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所附属博物 2003/4/10ー５・６世紀の国際交流ー　テーマ「日中の考古学」 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所附属博物 2003/4/10奈良県文化財調査報告書　第91集(桐山和田遺跡）ー大和高原における縄文時代草創期と早期の遺跡発掘調査報告書ー 2002 12 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2003/4/10奈良県中小企業団体名簿（平成15年3月15日現在） 2003 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2003/4/10国民経済計算年報　平成15年版 2003 5 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済計算  総務部 2003/4/10絵だより　2003（平成15年度・主要プロジェクトのご紹 2003 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2003/4/10暮らしを綴るスケッチ日記 2003 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 2003/4/10地価公示　平成15年 2003 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2003/4/17地価公示標準地の付近案内図　平成１５年 2003 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2003/4/17磁気媒体等により民間及び都道府県に提供される統計データの概要　平成１４年６月１日現在 2003 2 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 2003/4/17



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日林業センサス累計統計書（昭和３５年～平成１２年） 2003 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  2003/4/18会計検査のあらまし－平成13年度決算－ 2003 3 国関係機関 会計検査院 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2003/4/21保健統計年報　平成13年 2003 2 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  福祉部 2003/4/22平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　14 2003 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/4/23平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　34 2003 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/4/23平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　35 2003 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/4/23平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　40 2003 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/4/23平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その2　都道府県・市区町村編　43 2003 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/4/23第89回　大阪市統計書　平成13年版 2002 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2003/4/23我が国の工業　２００３ 2003 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2003/4/23青少年相談機関一覧 1999 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/4/30ＮＡＲＡ　ＹＯＵＴＨ　ＲＥＰＯＲＴ　2000 2001 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/4/30青少年が健やかに育つこと　平成13年版 2001 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/4/30青少年が健やかに育つこと　平成14年版 2002 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/4/30NARA YOUTH REPORT 2001 2002 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/4/30小学校における個に応じた指導の在り方 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2003/5/7中学校における評価方法の工夫改善 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2003/5/7特別な教育的支援を必要としている子どもたち 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2003/5/7消費者物価指数年報　平成14年 2003 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2003/5/7奈良県歴史の道調査　大峰奥駈道調査報告書 2002 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2003/5/7奈良県歴史の道調査　熊野古道小辺路調査報告書 2002 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2003/5/7平成12年国勢調査に関する地域メッシュ統計地図（デジタルメッシュマップ）世帯総数・人口総数 2003 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/5/7平成12年国勢調査に関する地域メッシュ統計地図（階級メッシュマップ）（１）人口総数（２）人口増減数（３）老年人口の割合 2003 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/5/7行政サービス等へのアクセシビアリティ向上に関する調査研究報告書 2003 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 2003/5/7官民協働によるポスト電子政府への発展　ー利便性から行政の質向上への課題ー　調査研究報告書 2003 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 2003/5/7行政情報化に関する資料集（Ｘ） 2003 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 2003/5/7業務年報　平成4年度 1994 3 県土マネジメント部 流域下水道センター 行政資料 建設 上下水道  2003/5/8業務年報　平成6年度 1995 12 県土マネジメント部 流域下水道センター 行政資料 建設 上下水道  2003/5/8業務年報　平成12年度 2001 12 県土マネジメント部 流域下水道センター 行政資料 建設 上下水道  2003/5/15業務年報　平成13年度 2002 12 県土マネジメント部 流域下水道センター 行政資料 建設 上下水道  2003/5/15千葉県勢要覧　平成13年度 2002 3 都道府県 千葉県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2003/5/23群馬県勢要覧　平成14年度 2002 3 都道府県 群馬県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2003/5/23科学技術研究調査報告　平成14年 2003 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2003/5/23住民基本台帳人口移動報告年報　平成14年 2003 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2003/5/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日五條市統計書　平成14年版（第19回） 2003 3 奈良県市町村 五條市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2003/5/23天理市統計書　平成13年版（第4回） 2002 3 奈良県市町村 天理市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2003/5/23橿原市統計書　平成14年版 2003 3 奈良県市町村 橿原市 統計資料 総記(統計) その他統計資料 橿原市 総務部 2003/5/23平成１５年度において講じようとする食料・農業・農村 2003 5 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2003/5/26平成１４年度　食料・農業・農村の動向に関する年次報告 2003 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報  農林部 2003/5/26吉野地域森林計画の一斉変更計画書（吉野森林計画区） 2003 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2003/5/29北山・十津川地域森林計画の一斉変更計画書（北山・十津川森林計画区） 2003 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2003/5/29大和・木津川地域森林計画書（大和・木津川森林計画区） 2003 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  2003/5/29奈良県の水道概要　平成13年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2003/5/29老人福祉のてびき　平成14年度版 2002 12 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 （財）長寿社会開発センター 2003/6/9訪日外国人旅行者調査－訪問地等について－2001年～2002年 2003 1 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （特）国際観光振興会 2003/6/9道路行政　平成14年度版 2003 2 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 道路 全国道路利用者会議 2003/6/9都市交通年報　平成14年版 2003 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2003/6/9我が国の人口動態　平成15年 2003 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 （財）厚生統計協 2003/6/9簡易生命表　平成13年 2002 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 （財）厚生統計協 2003/6/9文部科学統計要覧　平成15年度版 2003 1 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  2003/6/9目で見る医療保険白書（平成15年版） 2003 3 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 医療保険制度研究会 2003/6/9日本の労働政策　平成15年版 2003 2 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  2003/6/9中小企業の経営指標　平成14年度調査 2003 3 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 （社）中小企業診断協会 2003/6/9経済要覧　平成15年版 2003 3 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済一般  2003/6/9読売年鑑　2003年版　別冊　分野別人名録 2003 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2003/6/9食料需給表　平成13年度 2003 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般 （財）農林統計協 2003/6/9資料　賃上げの実態（賃金引上げ等の実態に関する調査報告） 2003 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  2003/6/9行政投資　平成14年 2003 4 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 財政 （財）地方財務協 2003/6/9社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）平成13年 2002 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) （財）厚生統計協 2003/6/9札幌市統計書　平成14年版 2003 3 都道府県 北海道 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 札幌市 総務部 2003/6/10生駒市統計書（平成13年版） 2002 3 奈良県市町村 生駒市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2003/6/10犯罪統計書　平成12年  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2003/6/10犯罪統計書　平成13年  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2003/6/10奈良県立病院概要　第22号　平成13年度 2001 9 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2003/6/10



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県立病院概要　第23号　平成14年度 2002 9 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2003/6/10奈良県議会提要（平成15年3月発行） 2003 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2003/6/10奈良県議会時報（特集）県会議員名簿　2003 2003 4 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2003/6/10奈良県交通安全実施計画　平成14年度 2002 6 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全 奈良県交通安全対策会議 生活環境部 2003/6/10親学サポートブック 2003 6 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般 奈良県立教育研究所 2003/6/10ならのけいさつ　2002（みんなのまちのけいさつかん）  その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安  2003/6/10ならのけいさつ　2002（NARA POLICE DATA 2002）  その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安  2003/6/10奈良県有財産表　平成14年3月31日現在 2002 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 2003/6/10奈良県同和行政事業史 2003 2 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  2003/6/10【内外情勢調査会　知事講演】　共助の発想で安心の新時代を切り拓く（平成15年度「お遍路予算」） 2003 2 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/6/10ならの道 2002 10 県土マネジメント部 道路建設課 行政資料 建設 道路  2003/6/11奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成13年度 2002 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/6/11奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成13年度 2002 8 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  2003/6/11行政監査報告書　平成14年度  その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2003/6/11包括外部監査の結果報告書　及びこれに添えて提出する意見　情報システムに関わる財務事務について平成14年度 2003 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2003/6/11包括外部監査の結果報告書　及びこれに添えて提出する意見　奈良県下水道事業について　平成14年度 2003 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2003/6/11ボランティア活動紹介写真集（いい顔いっぱい） 2003 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  2003/6/11奈良県の公園緑地 2003 3 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画  2003/6/11統計情報インデックス　2003 2003 5 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2003/6/12奈良県病院事業費特別会計決算書　平成13年度 2002 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/6/23奈良県の仕事と税金（社会科資料）2002 2002 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2003/6/23吉野魅惑体験フェスティバル　感動発見1999記録集 2000 産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 行政資料 生活文化 生活文化一般  2003/6/23吉野魅惑体験フェスティバル　感動発見2001記録集 2002 産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 行政資料 生活文化 生活文化一般  2003/6/23労働組合名簿　平成14年度  産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  商工労働部 2003/6/23平成１４年度　育児・介護休業制度、定年制・退職金に関する調査報告書 2003 3 産業・観光・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  2003/6/23ろうせいハンドブック　平成15年版 2003 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2003/6/23商工労働部主要施策の概要　平成14年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2003/6/23商工労働部主要施策の概要　平成15年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2003/6/23平成12年度近畿圏事業計画 2000 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2003/6/23平成13年度近畿圏事業計画 2001 10 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2003/6/23平成14年度近畿圏事業計画 2002 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2003/6/23奈良県の農業農村整備　2003年度版 2003 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  農林部 2003/6/23近畿圏　近郊整備区域建設計画　都市開発区域建設 2001 10 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2003/6/23奈良県立医科大学概要　平成14年度 2002 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2003/6/24商工労働部主要施策の概要　平成13年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2003/6/24



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日一般旅券発行概要　平成12年 2001 2 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  2003/6/24一般旅券発行概要　平成14年 2003 2 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  2003/6/24農業制度金融のしおり　平成15年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2003/6/24農業近代化資金等関係法規集　平成15年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2003/6/24農業改良資金関係法令通達集 2003 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  2003/6/24Ｇｕｉｄｅ　Ｔｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ　Ｐａｒｋｓ（工業団地紹介）  産業・観光・雇用振興 工業支援課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2003/6/24「わたしも参加　奈良県づくり」なら県民アンケート2002 2003 3 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政計画  2003/6/24心のノート 小学校１・２年  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 文部科学省 教育委員会 2003/6/26心のノート 小学校３・４年  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 文部科学省 教育委員会 2003/6/26心のノート 小学校５・６年  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 文部科学省 教育委員会 2003/6/26心のノート 中学校  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 文部科学省 教育委員会 2003/6/26教科書制度の概要 2003 5 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 文部科学省 2003/6/26コンピュータを教育に活かす2002-2003 2002 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 社団法人　日本教育工学振興会 教育委員会 2003/6/26学校における望ましい動物飼育のあり方  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 日本初等理科教育研究所 教育委員会 2003/6/26基礎学力充実のためのテキスト　国語　その一  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26基礎学力充実のためのテキスト　国語　その二  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26基礎学力充実のためのテキスト　国語　その六  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26基礎学力充実のためのテキスト　国語　その三  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26基礎学力充実のためのテキスト　国語　その四  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26基礎学力充実のためのテキスト　国語　その五  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26基礎学力充実のためのテキスト　算数　その１  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26基礎学力充実のためのテキスト　算数　その２  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26基礎学力充実のためのテキスト　算数　その３  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26基礎学力充実のためのテキスト　算数　その４  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26基礎学力充実のためのテキスト　算数　その５  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26基礎学力充実のためのテキスト　算数　その６  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26幼稚園と保育所の連携事例集 2000 12 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育 文部科学省・厚生労働省 2003/6/26明日へのステップ 2003 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26平成15年度　基礎学力充実のためのテキスト 英語 2003 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 2003/6/26学校教育の指導方針（解説編）　平成15年度 2003 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26学校教育の指導方針　平成15年度 2003 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26「総合的な学習の時間」の指導事例集（高等学校編）  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26就学前教育の充実をめざして　2002年度 2003 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26平成14年度　児童・生徒等に対する修学等援助事業  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26平成15年度使用義務教育諸学校教科用図書無償給与事務取扱要領 2003 2 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26中学校進路指導資料　～未来をひらく職業教育2001～「伸ばそう個性　めざそう　スぺシャリスト」 2002 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/6/26在日外国人（主として韓国・朝鮮人）児童生徒に関する指導について 2002 12 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26実践事例アイディア集　2002 2002 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 社団法人　日本教育工学振興会 2003/6/26実践事例アイディア集　2003 2003 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 社団法人　日本教育工学振興会 2003/6/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日人権を大切にする保育指導資料集 2003 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/6/26阪神・淡路大震災復興誌　［第７巻］2001年度版 2003 3 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 （財）阪神・淡路大震災記念協会 企画部 2003/6/26林業試験場概要　平成10年度 1998 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27林業試験場概要　平成11年度 1999 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27林業試験場概要　平成12年度 2000 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27林業試験場概要　平成13年度 2001 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27林業試験場概要　平成14年度 2002 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27林業試験場概要　平成15年度 2003 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27奈良県森林技術センター研究報告　第32号 2003 3 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2003/6/27業務報告　平成14年度 2003 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2003/6/27特用林産技術マニュアル 2003 3 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 2003/6/27改訂版　木材加工技術ハンドブック 2000 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27育林技術マニュアル 2002 3 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  2003/6/27平成13年　工業統計調査　産業細分類別統計表　（経済産業別・都道府県別） 2003 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2003/7/1平成15年度　児童・生徒等に対する修学等援助事業  教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2003/7/1二十世紀のアルバム　なら今昔 2003 1 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2003/7/3平成１３年度　「県民の声」　この一年 2002 9 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2003/7/3行幸啓誌 2002 10 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2003/7/3奈良県政　パブリシティマニュアル 2003 4 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2003/7/3県民参加推進ガイドブック 2002 4 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2003/7/3奈良県高齢者実態調査報告書 2003 1 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2003/7/4平成12年国勢調査報告　第4巻　就業者の職業（大分類）、世帯の型　その1　全国編 2003 4 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/7/4奈良県廃棄物実態調査報告書 2003 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2003/7/10奈良県廃棄物実態調査報告書（資料編） 2003 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2003/7/10奈良県廃棄物処理計画 2003 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  2003/7/10奈良県循環型社会構築構想 2003 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  2003/7/10人権教育の手びき　第44集　人権教育指導資料集 2003 3 教育委員会 教委人権教育課 行政資料 教育 社会教育  2003/7/14奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成15年3月31日現在） 2003 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2003/7/14



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日全国知事・市町村長ファイル 2003-2004 2003 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 社団法人　地方行財政調査会 2003/7/14（平成12年国勢調査編集・解説シリーズ№4）男女・年齢・配偶関係・教育の状況別人口 2003 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/7/16奈良県農林部事業の概要　平成15年度 2003 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2003/7/17県立高校再編計画について　報告 2003 6 教育委員会 教委県立学校企画調整室 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/7/25業務年報　平成13年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2003/7/25奈良県健康マップ 2003 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2003/7/25健康なら21計画 2002 11 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2003/7/25奈良県におけるがん登録（2001年のがん罹患報告） 2003 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 医療  2003/7/25奈良県歯科保健計画　「イキイキまほろ歯２１」 2003 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2003/7/25要介護者等歯科保健治療連携事業報告書　「要介護者等歯科治療　病診連携の手引き」 2003 3 福祉医療部 健康安全局健康増進課 行政資料 保健衛生 健康  2003/7/25測地成果2000構築概要 2003 3 総務部 総合政策課 行政資料 総合行政 行政計画  2003/7/29奈良県の文化財行政　平成15年度 2003 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2003/7/29県民総スポーツ運動の推進　平成15年度 2003 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  2003/7/30奈良県スポーツ医・科学報告書（第13集）平成14年度 2003 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  教育委員会 2003/7/30奈良県児童・生徒の体力・運動能力調査報告書　平成14年度 2003 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/7/30学校体育必携　平成15年度 2003 4 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/7/30消費動向調査年報　平成15年版 2003 7 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2003/8/8商業販売統計年報　平成14年 2003 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2003/8/8滋賀県勢要覧　平成14年度 2002 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2003/8/8島根県勢要覧　平成13年版 2001 6 都道府県 島根県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2003/8/8島根県勢要覧　平成14年版 2002 6 都道府県 島根県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2003/8/8奈良県勢要覧　2003 2003 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2003/8/8大阪市勢要覧　平成13年版 2002 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) その他統計資料 大阪市 総務部 2003/8/8学校基本数一覧表　平成15年度 2003 5 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2003/8/12橿原考古学研究所調査報告　第82冊（中山大塚古 1996 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12橿原考古学研究所調査報告　第80冊（判堂東遺跡） 2002 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12橿原考古学研究所調査報告　第80冊（判堂東遺跡）（写真図版編） 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2003/8/12橿原考古学研究所調査報告　第80冊（判堂東遺跡）（付図） 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2003/8/12橿原考古学研究所調査報告　第81冊（三ツ塚古墳） 2002 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12橿原考古学研究所調査報告　第85冊（中町西遺跡） 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第60冊（能峠遺跡群Ⅲ） 1999 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2003/8/12奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第61冊（後出古墳群） 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2003/8/12奈良県文化財調査報告書　第100集(保津・宮古遺跡） 2003 1 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第26冊 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第57冊（只塚廃寺・首子遺跡） 2003 2 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2003/8/12橿原考古学研究所調査報告　第83冊（本郷太田下遺 2002 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12橿原考古学研究所調査報告　第84冊（宮の平遺跡 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2003/8/12第二十四回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2003 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/8/15青少年が健やかに育つこと　平成15年版 2003 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/8/15Youth Live Concert REPORT 2003 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/8/15ﾃﾞｨｽｶﾊﾞｰ YAMATO REPORT  福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/8/15三世代ふれあいフェスタ　REPORT  福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2003/8/15奈良県出資法人（平成14年度事業計画・平成13年度業務報告） 2002 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/8/19奈良県出資法人（平成15年度事業計画・平成14年度業務報告） 2003 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/8/19（第266回定例県議会提出）平成14年度一般会計補正予算に関する説明書 2003 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/8/19第266回定例県議会提出議案 2003 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/8/19女性労働白書－働く女性の実情－平成14年版 2003 5 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 （財）２１世紀職業財団 2003/8/21日本国勢図会　2003/04年版 2003 6 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）矢野恒太記念会 2003/8/21科学技術白書　平成15年版 2003 6 国関係機関 文部科学省 行政資料 総合行政 行政一般  2003/8/21国民栄養の現状（平成13年厚生労働省国民栄養調査結果） 2003 5 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 健康・栄養情報研究会 2003/8/21民力　2003年版 2003 6 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 朝日新聞社 2003/8/21地方公務員給与の実態　平成14年 2003 5 その他 その他団体等 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 （財）地方財務協 2003/8/21地方公務員給与の実態（別冊）平成14年 2003 5 その他 その他団体等 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等 （財）地方財務協 2003/8/21地方選挙の手引（平成15年） 2003 5 その他 その他団体等 行政資料 議会・選挙 選挙 選挙制度研究会 2003/8/21社会保障年鑑　2003年版 2003 5 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 健康保険組合連合会 2003/8/21厚生統計要覧　平成14年版 2003 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計)  2003/8/21労働統計要覧　平成14年度 2003 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計)  2003/8/21日本の大気汚染状況　平成14年版 2003 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 大気汚染 大気汚染法令研究会 2003/8/21森林・林業白書　平成14年度 2003 4 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 （社）日本林業協 2003/8/21首都圏白書　平成15年版 2003 6 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2003/8/21観光の実態と志向（第21回）平成14年度 2003 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協 2003/8/21第42出入国管理統計年報　平成15年版 2003 6 国関係機関 法務省 統計資料 人口・世帯 人口一般  2003/8/21海上保安レポート　2003 2003 5 国関係機関 海上保安庁 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  2003/8/21地域交通年報　平成14年版 2003 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2003/8/21情報化白書　2003 2003 6 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）日本情報処理開発協会 2003/8/21関西活性化白書　2003年版 2003 5 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 （財）関西社会経済研究所 2003/8/21情報通信白書　平成15年版 2003 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  2003/8/21就業希望状況調査報告 2003 7 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 労働力調査  総務部 2003/9/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日毎月勤労統計調査年報－全国調査－平成14年 2003 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2003/9/3少年非行の概況（平成14年中） 2003 8 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2003/9/3奈良県交通安全実施計画　平成15年度 2003 8 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全 奈良県交通安全対策会議 生活環境部 2003/9/3要覧　2003（平成14年度図書館年報） 2003 4 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良図書館（奈良・橿原） 2003/9/3市場年報　平成14年度 2003 8 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産  県関係機関 2003/9/3卸売市場の概要　平成１５年６月 2003 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  2003/9/3土地利用動向調査　平成14年度 2002 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2003/9/9「人権についてのアンケート」調査結果の概要 2003 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  2003/9/16平成12年国勢調査　町丁字別・年齢５歳階級別人口 2003 9 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/9/16奈良県ごみ処理広域化計画 1999 11 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  2003/9/18知事提出議案説明要旨（第267回定例県議会） 2003 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/9/18（第267回定例県議会提出）平成15年度一般会計特別会計補正予算案その他 2003 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/9/18（第267回定例県議会提出）平成15年度一般会計特別会計補正予算案その他 2003 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/9/18奈良県病院事業費特別会計決算書　平成14年度 2003 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/9/18奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成14年度 2003 8 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  2003/9/18平成12年国勢調査報告　第6巻　その2　従業地・通学地による人口Ⅱ　就業者の職業（大分類）　第1部　北海道・東北 2003 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/9/24平成12年国勢調査報告　第6巻　その2　従業地・通学地による人口Ⅱ　就業者の職業（大分類）　第2部　関 2003 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/9/24平成12年国勢調査報告　第6巻　その2　従業地・通学地による人口Ⅱ　就業者の職業（大分類）　第3部　関 2003 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/9/24平成12年国勢調査報告　第6巻　その2　従業地・通学地による人口Ⅱ　就業者の職業（大分類）　第4部　中 2003 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/9/24平成12年国勢調査報告　第6巻　その2　従業地・通学地による人口Ⅱ　就業者の職業（大分類）　第5部　近 2003 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/9/24平成12年国勢調査報告　第6巻　その2　従業地・通学地による人口Ⅱ　就業者の職業（大分類）　第6部　中 2003 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/9/24平成12年国勢調査報告　第6巻　その2　従業地・通学地による人口Ⅱ　就業者の職業（大分類）　第7部　九 2003 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/9/24我が国の推計人口　大正9年～平成12年 2003 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省 総務部 2003/9/24犯罪統計書　平成14年  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2003/9/29職員の給与等に関する報告及び勧告（平成15年10月） 2003 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2003/10/3大和もめん（平成15年度特別展） 2003 9 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  2003/10/3社会教育調査中間報告　平成14年度 2003 9 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2003/10/3STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2003 2003 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2003/10/3統計基準年報　平成14年度 2003 8 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2003/10/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日毎月勤労統計調査年報－地方調査－平成14年 2003 7 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2003/10/3奈良県公立高等学校等ガイドブック　「未来への道標」　平成15年度 2003 10 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2003/10/3平成12年国勢調査報告　第7巻　その2　人口移動Ⅱ移動人口の職業（大分類）　全国　都道府県 2003 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/10/7奈良県の商業　―卸売業・小売業―（商業統計調査奈良県結果報告書）平成14年 2003 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2003/10/23（平成12年国勢調査　編集・解説シリーズNO5）　世帯と住居 2003 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/10/23奈良県立医科大学概要　平成15年度 2003 9 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2003/10/23統計調査総覧　国（省庁等）編　平成12年 2001 6 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2003/10/23統計調査総覧　地方公共団体（都道府県・市）編　平成12年 2001 6 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2003/10/23都道府県・政令指定都市別全国プロジェクト要覧2003年度版 2003 8 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政計画 （株）月刊同友社 2003/10/30気象年鑑　2003年版 2003 8 国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 （財）気象業務支援センター 2003/10/30保育白書　2003年版 2003 8 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 （株）草土文化 2003/10/30女性白書　2003 2003 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 日本婦人団体連合会 2003/10/30国民衛生の動向（厚生の指標　臨時増刊第50巻第9号通巻784号）2003年 2003 8 その他 その他団体等 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協会 2003/10/30テレビ新時代　知っておきたい　地上デジタル放送 2003 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 通信 日本放送出版協会 2003/10/30原子力安全白書　平成14年版 2003 9 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 原子力安全委員 2003/10/30土地白書　平成15年版 2003 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2003/10/30図説　水産白書　平成14年度版 2003 8 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 水産 （財）農林統計協 2003/10/30家計消費の動向　平成15年版 2003 7 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  2003/10/30住民基本台帳人口要覧　平成15年版 2003 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 （財）国土地理協会 2003/10/30図説　食料・農業・農村白書　参考統計表　平成14年 2003 8 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農林水産一般 （財）農林統計協 2003/10/30通商白書2003 2003 7 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般 経済産業省 2003/10/30日本の国際観光統計　2002年版 2003 9 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （財）国際観光サービスセンター 2003/10/30日本の防衛　防衛白書　平成15年版 2003 8 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般 防衛庁 2003/10/30医療施設調査（動態調査）病院報告－上巻（全国編）－平成13年 2003 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協会 2003/10/30医療施設調査（動態調査）病院報告－下巻（都道府県編）－平成13年 2003 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協会 2003/10/30補助金総覧　平成15年度 2003 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 日本電算企画 2003/10/3020世紀日本大災害の記録 2002 6 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 日本放送出版協会（ＮＨＫ出版） 2003/10/30ＮＰＯと事業 2003 6 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 国際交流 ミネルヴァ書房 2003/10/30



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県の情報公開・個人情報保護　運用状況報告書平成14年度 2003 10 総務部 総務課 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  総務部 2003/11/7奈良県有財産表　平成15年3月31日現在 2003 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 2003/11/7（平成12年国勢調査編集・解説シリーズNO6)労働力状態．産業．職業別人口 2003 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/11/7平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編16　富山県 2003 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/11/7平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編19　山梨県 2003 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/11/7平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編31　鳥取県 2003 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/11/7平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編02　青森県 2003 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/11/7平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編12　千葉県 2003 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/11/7主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成14年度 2003 11 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/11/12奈良県立病院概要　第24号　平成15年度 2003 9 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2003/11/14労働経済の分析　平成15年版  国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  2003/11/14ＩＴ関連統計資料集　平成１５年 2003 9 国関係機関 総務省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般  総務部 2003/11/14地域保健医療計画 2003 4 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  2003/11/14奈良県保健医療計画 2003 4 福祉医療部 健康安全局医務課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2003/11/14奈良県農業技術センター業務年報　平成14年度 2003 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2003/11/27奈良県農業技術センター研究報告　第34号 2003 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2003/11/27平成16年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成15年11月 2003 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2003/11/27保健所事業概況　平成14年度版 2003 10 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2003/11/27業務概況（平成15年版） 2003 11 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2003/11/27（第268回臨時県議会提出）平成15年度一般会計補正予算に関する説明書 2003 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2003/11/27知事提出議案説明要旨（第268回臨時県議会） 2003 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2003/11/27第268回臨時県議会提出議案 2003 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2003/11/27奈良高専の教育・研究・社会貢献への取組みと課題（自己点検・評価報告書） 2003 10 その他 その他団体等 行政資料 教育 学校教育 奈良工業高等専門学校 企画部 2003/11/27奈良高専の教育・研究・社会貢献への取組みと課題（自己点検・評価報告書資料集） 2003 10 その他 その他団体等 行政資料 教育 学校教育 奈良工業高等専門学校 企画部 2003/11/27奈良県の結核　平成14年版 2003 10 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 2003/12/9知事の県政に関する所信と提出議案説明要旨（第269回定例県議会） 2003 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2003/12/9



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日（第269回定例県議会提出）平成15年度一般会計特別会計補正予算案その他 2003 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2003/12/9（第269回定例県議会提出）平成15年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2003 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2003/12/9平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編28　兵庫県 2003 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/12/9平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編15　新潟県 2003 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/12/9平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編29　奈良県 2003 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/12/9平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編07　福島県 2003 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/12/9平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編47　沖縄県 2003 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/12/9平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編45　宮崎県 2003 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/12/9平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編41　佐賀県 2003 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/12/9平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編33　岡山県 2003 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/12/9平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編03　岩手県 2003 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/12/15平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編11　埼玉県 2003 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/12/15平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編25　滋賀県 2003 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/12/15平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編32　島根県 2003 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2003/12/15奈良県歳入歳出決算報告書　平成14年度 2003 12 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2003/12/18平成11年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2000 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2003/12/18平成13年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2002 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2003/12/18平成14年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2003 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2003/12/18



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県公報　製本　平成14年4月から6月 2002 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/12/24奈良県公報　製本　平成14年7月から9月 2002 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/12/24奈良県公報　製本　平成14年10月から12月 2002 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/12/24奈良県公報　製本　平成15年1月から3月 2003 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2003/12/24市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本平成12年度 2002 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2003/12/24市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本平成13年度 2003 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2003/12/24県議会時報なら　平成13年　製本　No.206～209 2001 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2003/12/24県議会時報なら　平成14年　製本　No.210～213 2002 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2003/12/24市町村税政の概要　製本　平成12年度～13年度 2001 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  2003/12/24統計レポート　製本　平成14年度 2002 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 2003/12/24環境白書　製本　平成12年度版～13年度版 2001 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2003/12/24奈良県中小企業の現況　製本　平成12年～14年 2000 10 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2003/12/24一般会計特別会計予算案の概要　製本　平成11年度～12年度 1999 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/12/24一般会計特別会計予算案の概要　製本　平成13年度～14年度 2001 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/12/24一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　製本平成10年度～13年度 1999 1 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/12/24一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成14年度 2003 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  2003/12/25環境調査報告書（大気編）平成14年度 2003 10 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2003/12/25大峰山岳信仰遺跡の調査研究 2003 6 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2003/12/25図説交通安全（交通安全対策の手引き）平成15年版 2003 10 国関係機関 総務省 行政資料 防災・防犯 交通安全  生活環境部 2003/12/25奈良県人名年鑑　2004年度版 2003 12 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 （株）奈良文化 総務部 2003/12/25「子どもの学習費調査」結果　平成14年度 2003 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2003/12/25インターネット白書　2003 2003 7 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 通信 （株）インプレス 2003/12/26全国市町村要覧（平成15年版） 2003 11 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 市町村自治研究 2003/12/26平成13年分税務統計から見た民間給与の実態 2002 9 国関係機関 国税庁 統計資料 労働(統計) 賃金構造基本調査等  2003/12/26外交青書　平成15年版 2003 5 国関係機関 外務省 行政資料 生活文化 国際交流  2003/12/26ジェトロ貿易投資白書　2003年版 2003 9 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 2003/12/26消費生活年報　2003 2003 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 2003/12/26全国観光動向（平成13年（度）都道府県別観光地入込客統計） 2003 9 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協会 2003/12/26建築統計年報　平成15年度版 2003 9 国関係機関 国土交通省 統計資料 建設(統計) 建設 （財）建設物価調査会 2003/12/26経済財政白書　平成15年版 2003 10 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  2003/12/26警察白書　平成15年版 2003 10 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 治安  2004/1/5



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日医療白書　2003年度版 2003 11 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 （株）日本医療企 2004/1/5国民医療費　平成13年版 2003 8 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2004/1/5犯罪白書　平成15年版 2003 12 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 治安  2004/1/5公益法人白書　平成15年版 2003 9 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  2004/1/5公害紛争処理白書　平成15年版 2003 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 環境 環境保全一般 公害等調整委員 2004/1/5地域経済総覧　2004 2003 10 その他 その他団体等 統計資料 経済 経済一般 東洋経済新報社 2004/1/5交通事故統計年報　平成14年版 2003 10 その他 その他団体等 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 （財）交通事故総合分析センター 2004/1/5データでみる県勢　2004年版 2003 12 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）矢野恒太記念会 2004/1/5国民医療年鑑　平成14年度版 2003 9 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 （株）春秋社 2004/1/5法令用語辞典 2003 4 その他 その他団体等 行政資料 総記 辞書・辞典 学陽書房 2004/1/5新自治用語辞典 2000 8 その他 その他団体等 行政資料 総記 辞書・辞典 新自治用語辞典編纂会 2004/1/5業務年報　平成14年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2004/1/15管内公衆衛生の概況　平成14年度版 2003 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2004/1/15個人企業経済調査報告（構造編）　平成13年度 2003 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2004/1/15毎月勤労統計調査地方調査報告　平成18年 2007 10 都道府県 島根県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2004/1/15毎月勤労統計調査地方調査結果報告書　平成14年 2003 9 都道府県 鳥取県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2004/1/15秋田県勢要覧　平成15年版 2003 12 都道府県 秋田県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/1/15統計でみる日本　2004年版 2003 10 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）日本統計協 総務部 2004/1/15住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢別人口（平成15年10月1日現在） 2003 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2004/1/20奈良県過疎地域自立促進方針（前期）　奈良県過疎地域自立促進計画（前期） 2002 11 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2004/1/23奈良県の気象（年報）平成13年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 2004/2/2奈良県の気象（年報）平成14年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 2004/2/2奈良県気象月報　平成13年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 2004/2/2奈良県気象月報　平成14年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 2004/2/2奈良県気象月報　平成15年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 2004/2/2平成14年　企業活動基本調査報告　第1巻　総合統計 2004 1 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2004/2/2平成14年　企業活動基本調査報告　第2巻　事業多角化等統計表 2004 1 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2004/2/2平成14年　企業活動基本調査報告　第3巻　子会社等統計表 2004 1 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2004/2/2平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編10　群馬県 2003 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/2/2平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編36　徳島県 2003 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/2/2平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編37　香川県 2003 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/2/2



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編42　長崎県 2003 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/2/2奈良県税務統計　平成14年度 2003 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2004/2/10平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編04　宮城県 2004 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/2/17平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編18　福井県 2004 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/2/17平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編23　愛知県 2004 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/2/17平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編44　大分県 2004 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/2/17文部科学統計要覧　平成16年度版 2004 1 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  2004/2/27知事提出議案説明要旨（第270回定例県議会） 2004 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/2/27条例その他予算外議案（第270回定例県議会提出） 2004 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2004/2/27（第270回定例県議会提出）平成16年度一般会計特別会計予算案 2004 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2004/2/27（第270回定例県議会提出）平成16年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2004 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/2/27平成16年度一般会計特別会計予算案の概要 2004 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/2/27労働組合名簿　平成15年度  産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  商工労働部 2004/3/4行政機構図　2004年版 2003 12 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 2004/3/10くらしの豆知識　2004年版 2003 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 2004/3/10公正取引委員会年次報告（独占禁止白書）平成15年 2003 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 経済政策 公正取引委員会 2004/3/10ビジュアルデータ　平成14年版 2003 9 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 （財）交通事故総合分析センター 2004/3/10日本の水資源　平成15年版 2003 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  2004/3/10JNTO国際観光白書「世界と日本の国際観光交流の動向」2003年版 2003 9 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション （特）国際観光振興会 2004/3/10数字でみる鉄道　2003 2003 10 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 鉄道・自動車保有台数 （財）運輸政策研究機構 2004/3/10国民の福祉の動向（厚生の指標　臨時増刊・第50巻第12号・通巻第787号）2003年 2003 10 その他 その他団体等 統計資料 福祉 福祉一般(統計) （財）厚生統計協会 2004/3/10第55回　労働統計年報（平成14年） 2004 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) （財）労務行政研究所 2004/3/10保健所事業概況　平成14年度版 2003 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2004/3/10統計でみる県のすがた　2004 2004 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2004/3/10大和・木津川地域森林計画の一斉変更計画書（大和・木津川森林計画区） 2004 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/3/10北山・木津川地域森林計画の一斉変更計画書（北山・木津川森林計画区） 2004 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/3/10



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日吉野地域森林計画書（吉野森林計画区） 2004 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  2004/3/10奈良県推計人口年報　平成14年10月1日 2003 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2004/3/11奈良県推計人口年報　平成15年10月1日 2004 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2004/3/11知事提出議案説明要旨（第270回定例県議会） 2004 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/3/11（第270回定例県議会提出）平成15年度一般会計特別会計補正予算案その他 2004 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/3/11（第270回定例県議会提出）平成15年度一般会計補正予算に関する説明書 2004 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/3/11奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第65冊（栗原カタソバ遺跡群） 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2004/3/16奈良県立橿原考古学研究所調査報告　第74冊（南郷遺跡群Ⅲ） 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2004/3/16奈良県立橿原考古学研究所調査報告　第86冊（宮の平遺跡Ⅱ） 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2004/3/16奈良県文化財調査報告書　第78集(興福寺旧境内）－県庁舎建設に伴う調査－ 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2004/3/16奈良県文化財調査報告書　第101集(大和高田市　大谷今池1号墳・2号墳） 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2004/3/16奈良県文化財調査報告書　第102集(天理市　ハミ塚古墳　発掘調査報告書） 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2004/3/16奈良県文化財調査報告書　第103集(下永東城遺跡） 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2004/3/16奈良県文化財調査報告書　第104集(上津大片刈遺跡）本文篇 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2004/3/16奈良県文化財調査報告書　第104集(上津大片刈遺跡）図版篇 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2004/3/16奈良県文化財調査報告書　第106集(箸尾古屋鋪遺跡１・２・３次調査）遺構篇 1997 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2004/3/16橿原考古学研究所年報　29　平成14年度 2002 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2004/3/16橿原考古学研究所研究成果　第6冊（奈良県の弥生土器集成）本文編 2003 5 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2004/3/16橿原考古学研究所研究成果　第6冊（奈良県の弥生土器集成）資料編 2003 5 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2004/3/16学校保健統計調査報告書　平成１５年度 2004 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2004/3/30奈良県中小企業の現況　平成15年10月 2003 10 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2004/3/30国民健康保険及び老人保健（医療）事業状況　平成14年度 2004 3 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  福祉部 2004/3/30奈良県市町村要覧　平成15年度 2004 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/3/30選挙の記録（平成15年4月13日執行　奈良県議会議員、平成15年4月27日執行　市町村） 2003 12 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙  2004/3/30子どもの学習費調査報告書平成１４年度 2004 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  2004/4/5絵だより　2004（平成16年度・主要プロジェクトのご紹 2004 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/4/5静岡県勢要覧　平成15年度 2004 3 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2004/4/5ろうせいハンドブック　平成16年版 2004 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2004/4/5県勢ダイジェスト　平成15年度 2004 3 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/4/5



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日毎月勤労統計調査特別調査報告　平成15年 2004 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2004/4/5就職で広がるあなたの未来 2004 3 国関係機関 厚生労働省所管地方支分部局 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係 奈良労働局 2004/4/5一目でわかる福島県の指標　2004 2004 3 都道府県 福島県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/4/5東京都の賃金、労働時間及び雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査結果）平成14年 2003 3 都道府県 東京都 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2004/4/5五條市統計書　平成15年版（第20回） 2004 3 奈良県市町村 五條市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2004/4/5個人企業経済調査報告（構造編）　平成14年度 2004 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2004/4/5保健所事業概況　平成13年度版 2002 10 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2004/4/5管内公衆衛生の概況　平成13年度版 2002 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2004/4/5管内公衆衛生の概況　平成12年度版 2001 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2004/4/5管内公衆衛生の概況　平成11年度版 2001 1 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2004/4/5管内公衆衛生の概況　平成10年度版 1999 12 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2004/4/5奈良県の工業（平成14年工業統計調査結果報告書） 2004 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2004/4/6図説　食料・農業・農村白書　平成14年度版 2003 6 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農林水産一般 （財）農林統計協 2004/4/12地価公示　平成16年 2004 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2004/4/19地価公示標準地の付近案内図　平成１６年 2004 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2004/4/19会計検査のあらまし－平成14年度決算－ 2004 3 国関係機関 会計検査院 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/4/19保健統計年報　平成14年 2004 2 福祉医療部 健康安全局医務課 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  福祉部 2004/4/19消防研修　平成16年3月 2004 3 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 消防・防災  2004/4/1921世紀の瀬戸内海の環境保全を考える 2003 10 県関係機関 (財)なら・シルクロード博記念国際交流財団 行政資料 環境 自然保護 環境省　瀬戸内海環境保全知事・市長会議　（社）瀬戸内海環境保全協 2004/4/19こんな学校で学びたい　県立高校再編ガイドブック 2004 3 教育委員会 教委県立学校企画調整室 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2004/4/21奈良県事務事業評価システム実施結果（２分冊の１）平成15年度 2004 4 総務部 政策評価室 行政資料 総合行政 行政一般  企画部 2004/4/22奈良県事務事業評価システム実施結果（２分冊の２）平成15年度 2004 4 総務部 政策評価室 行政資料 総合行政 行政一般  企画部 2004/4/22奈良県職員採用試験問題例題 2004 4 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 行政一般  2018/5/11平成１５年　奈良県防災航空隊　業務統計 2004 4 総務部 消防防災課 統計資料 消防・防災 消防・防災(統計)  総務部 2004/4/27第90回　大阪市統計書　平成14年版 2003 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2004/4/28天理市統計書　平成14年版（第5回） 2003 3 奈良県市町村 天理市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2004/4/28毎月勤労統計調査地方調査結果報告書（佐賀県の賃金・労働時間・雇用の動き）平成14年 2004 2 都道府県 佐賀県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2004/4/28特別区の統計　第２３回 2004 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  2004/4/28平成１６年度　奈良県予算　話題１００選 2004 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/4/30奈良県の仕事と税金（社会科資料）2003 2003 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2004/5/18【内外情勢調査会　知事講演】　県民のともに新しい長期ビジョンを目指して（平成16年度「おだまき予算」） 2004 2 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2004/5/18



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県議会歴代議員名簿　1999 1999 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2004/5/18消費者物価指数年報　平成15年 2004 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2004/5/18奈良県介護サービス評価基準 2003 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2004/5/18身体拘束ゼロに向けた事例集 2003 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 介護保険室 2004/5/18奈良県議会歴代議員名簿　2003 2003 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2004/5/18個に応じた指導の在り方（小・中学校）2003 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2004/5/18高等学校における授業改善のための評価の在り方 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2004/5/18人権教育推進プラン（人権教育指導資料）社会教育 2002 教育委員会 教委人権教育課 行政資料 教育 社会教育  2004/5/18事業概要　平成15年度 2003 10 産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  商工労働部 2004/5/18奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成14年度 2003 11 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2004/5/18包括外部監査の結果報告書　及びこれに添えて提出する意見　農林部における補助金及び貸付金等に関する財務事務について　平成15年度 2004 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2004/5/18健康増進行動プラン 2004 2 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2004/5/18奈良県歯科疾患患者実態調査報告書　平成15年度 2004 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2004/5/18生活衛生年報　平成12年度  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  2004/5/19生活衛生年報　平成13年度  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  2004/5/19生活衛生年報　平成14年度  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 環境衛生  2004/5/19平成14年度　奈良県男女共同参画海外派遣調査研究事業　調査研究報告と提言 2003 2 文化・教育・くらし創造部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2004/5/19民俗博物館研究紀要　第20号 2004 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2004/5/19奈良県貿易実態調査報告書　2002年（1月～12月） 2003 12 県関係機関 (財)奈良県中小企業支援センター 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2004/5/19伝統産業技術保存記録（撥鏤） 1981 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19伝統産業技術保存記録（神酒口） 1982 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19伝統産業技術保存記録（[漆濾紙]吉野紙） 1983 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19伝統産業技術保存記録（吉野の曲物） 1985 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19伝統産業技術保存記録（墨型） 1985 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19伝統産業技術保存記録（坪杓子） 1985 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19伝統産業技術保存記録（奈良ざらし[織布]） 1986 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19伝統産業技術保存記録（奈良漆器・螺鈿） 1987 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19伝統産業技術保存記録（脱乾漆） 1988 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19伝統産業技術保存記録（木工轆轤） 1988 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19伝統産業技術保存記録（木工芸　茶杓・炉縁） 1990 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19伝統産業技術保存記録（藍染） 1989 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19伝統産業技術保存記録（竹工芸　茶杓・柄杓・花入） 1991 3 産業・観光・雇用振興 商工観光館 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/5/19中小企業のための金融案内　平成16年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2004/5/20ならのけいさつ　2002（NARA POLICE DATA 2003）  その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安  2004/5/20ならのけいさつ　2003（みんなのまちのけいさつかん）  その他委員会など 警察本部 行政資料 防災・防犯 治安  2004/5/20統計グラフでみる奈良県　平成15年度版  総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2004/5/20奈良百遊山　健康づくり50選 2004 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  2004/5/21ならの道 2003 12 県土マネジメント部 道路建設課 行政資料 建設 道路  2004/5/21ゆう・遊。。。　ため池マップ  食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  2004/5/21奈良県　地域省エネルギービジョン 2004 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  2004/5/21



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日自主研究グループ活動報告書　平成15年度 2004 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  2004/5/21一般職員レベル３政策形成研修　政策研究報告書平成15年度前期 2003 12 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  2004/5/21一般職員レベル３政策形成研修　政策研究報告書平成15年度中期 2004 2 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  2004/5/21一般職員レベル３政策形成研修　政策研究報告書平成15年度後期 2004 3 総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  2004/5/21平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編01　北海道 2004 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/5/24平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編27　大阪府 2004 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/5/24平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編38　愛媛県 2004 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/5/24平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編39　高知県 2004 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/5/24平成１５年度　「県民の声」　この一年 2004 11 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 広報・広聴  2004/5/26光る奈良　No.1　道と生活文化 1999 4 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 生活文化 生活文化一般  2004/5/26光る奈良　No.2　光と生活文化 2001 4 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 生活文化 生活文化一般  2004/5/26光る奈良　No.3　水と生活文化 2003 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 生活文化 生活文化一般  2004/5/26社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）平成14年 2003 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) （財）厚生統計協 2004/5/26森林・林業白書　平成15年度 2004 4 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 （社）日本林業協 2004/5/26原子力安全白書　平成15年版 2004 9 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 原子力安全委員 2004/5/26食料需給表　平成14年度 2004 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般 （財）農林統計協 2004/5/26読売年鑑　2004年版 2004 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2004/5/26食料白書　2004年版 2003 12 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農業経済 （財）食料・農業政策研究センター 2004/5/26日本の労働政策　平成16年版 2004 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  2004/5/26目で見る医療保険白書（平成16年版） 2004 3 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 医療保険制度研究会 2004/5/26簡易生命表　平成14年 2003 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 （財）厚生統計協 2004/5/26我が国の人口動態　平成16年 2004 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 （財）厚生統計協 2004/5/26都市交通年報　平成15年版 2004 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2004/5/26国土交通白書　平成16年度 2004 4 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2004/5/26道路行政　平成15年度版 2004 2 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 道路 全国道路利用者会議 2004/5/26訪日外国人旅行者調査－訪問地等について－2002年～2003年 2004 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （特）国際観光振興会 2004/5/26老人福祉のてびき　平成15年度版 2003 12 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 （財）長寿社会開発センター 2004/5/26個人情報保護法の逐条解説 2004 2 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  2004/5/26奈良県の都市計画　近代都市計画と都市計画区域マスタープラン 2004 3 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画 奈良県都市計画研究会 2004/5/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日文部法令要覧　平成16年版 2004 1 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般 ㈱ぎょうせい 2004/5/26奈良県農林部事業の概要　平成16年度 2004 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2004/5/27奈良県橿原文化会館利用実績（平成8年度～平成12  文化・教育・くらし創造 橿原文化会館 行政資料 生活文化 生活文化一般  2004/5/28奈良県橿原文化会館利用実績　平成14年度版  文化・教育・くらし創造 橿原文化会館 行政資料 生活文化 生活文化一般  2004/5/28万葉古代学研究所年報　第１号 2003 3 県関係機関 (財)奈良県万葉文化振興財団 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  2004/6/3万葉古代学研究所年報　第2号 2004 3 県関係機関 (財)奈良県万葉文化振興財団 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  2004/6/3ならボランティアガイドブック 2004 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  2004/6/3奈良の薬草 2002 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2004/6/3ならの薬のプロフィール 1998 7 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2004/6/3調剤過誤防止対応マニュアル 2004 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2004/6/3平成16年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成15年7月 2003 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/6/3平成15年度　地方教育費調査報告書（平成14会計年度）　教育行政調査（平成15年5月1日現在）　中間報 2004 6 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2004/6/4奈良県林業統計　平成12年度 2002 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2004/6/4奈良県林業統計　平成13年度 2003 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2004/6/4奈良県林業統計　平成14年度 2004 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2004/6/4奈良県林政の概要　平成14年4月 2002 4 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/6/4奈良県林政の概要　平成15年4月 2003 4 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/6/4奈良県林政の概要　平成16年4月 2004 4 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/6/4吉野林業 2004 6 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  2004/6/4奈良の林業　平成14年度 2002 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/6/4奈良の林業　平成15年度 2003 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/6/4奈良の林業　平成16年度 2004 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/6/4奈良県の水道概要　平成14年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2004/6/7平成16年2月　第270回定例奈良県議会会議録 2004 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2004/6/7平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編05　秋田県 2004 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/6/7平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編06　山形県 2004 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/6/7



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編13　東京都 2004 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/6/7平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編20　長野県 2004 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/6/7農業改良普及指導計画　平成16年度 2004 4 食と農の振興部 北部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  2004/6/8平成15年度　普及活動のまとめ　活力ある北部の農 2004 3 食と農の振興部 北部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  2004/6/8未来を展望した北部地域の農業農村づくり[平成15年度担い手育成土地利用調整事業] 2004 3 食と農の振興部 北部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  2004/6/8北和の農を考えるつどい報告集 2004 3 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農林水産一般 北部地域農業推進協議会 2004/6/8教育研修計画　平成16年度  食と農の振興部 農業大学校 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  2004/6/14卒業論文要約集＜第32期生＞ 2004 2 食と農の振興部 農業大学校 行政資料 教育 教育一般  2004/6/14大和の朝市・直売所 2002 1 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2004/6/14奈良県の農産と園芸 2003 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2004/6/14奈良県茶業振興基本計画書　平成　14年度  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2004/6/14奈良県持続性の高い農業生産方式　導入の手引き 2004 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  農林部 2004/6/14奈良県花き振興計画 2003 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  農林部 2004/6/14世界で一つだけの地域生活支援　奈良県障害者ケアマネジメント事例集 2004 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2004/6/22奈良県出資法人（平成15年度業務報告・平成16年度事業計画） 2004 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2004/7/5行政情報化に関する資料集（ⅩⅠ） 2004 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 2004/7/5アジア地域諸国の電子政府推進状況等に関する資料集（Ⅱ）『アジア地域電子政府フォーラム２００３』ラウンドテーブル　カントリーレポート 2004 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 2004/7/5ニュー・パブリック・マネジメントにおけるIT活用の調査研究報告書 2004 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 2004/7/5電子政府・電子自治体におけるヒューマンインターフェイス技術・エージョイント機能の活用に関する調査研 2004 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (社)行政情報システム研究所 2004/7/5奈良県農業技術センター業務年報　平成15年度 2004 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2004/7/5奈良県農業技術センター研究報告　第35号 2004 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2004/7/5奈良県知事選挙の記録（平成15年11月9日執行） 2004 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙  その他委員会など 2004/7/5衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査の記録（平成15年11月9日執行） 2004 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙  その他委員会など 2004/7/5県議会時報なら（平成16年2月定例県議会）№218 2004 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2004/7/5調査委託事業報告書　平成13年度　～飲料水について～　～コンビニエンスストアーについて～ 2004 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活  2004/7/5（平成12年国勢調査編集・解説シリーズNO10）大都市圏の人口 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/5平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編08　茨城県 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/5



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編09　栃木県 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/5平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編17　石川県 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/5平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編21　岐阜県 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/5平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編22　静岡県 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/5平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編24　三重県 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/5平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編26　京都府 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/5平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編30　和歌山県 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/5平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編46　鹿児島県 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/5大阪国税局統計書　平成13年度 2003 6 国関係機関 近畿財務局以外の財務省所管地方支分部 統計資料 行財政 財務(統計) 大阪国税局 総務部 2004/7/13統計情報インデックス　2004 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2004/7/13商業販売統計年報　平成15年 2004 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2004/7/13京都府の勤労統計　平成１４年度 2003 7 都道府県 京都府 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2004/7/13業務報告　平成15年度 2004 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/7/13奈良県森林技術センター研究報告　第33号 2004 3 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2004/7/13神奈川県勢要覧　平成14年度 2003 3 都道府県 神奈川県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/7/13滋賀県勢要覧　平成15年度 2003 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/7/13群馬県勢要覧　平成15年度 2003 3 都道府県 群馬県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/7/13山口県勢要覧　平成15年 2003 3 都道府県 山口県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/7/13統計でみる府民のくらし　平成13年度 2002 3 都道府県 京都府 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/7/13長崎県勢要覧　平成14年版 2003 1 都道府県 長崎県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/7/13福島県勢要覧　平成14年版 2002 10 都道府県 福島県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/7/13大阪市勢要覧　平成14年版 2003 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) その他統計資料 大阪市 総務部 2004/7/13静岡県のすがた　2003 2003 5 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/7/13統計でみる市区町村のすがた　2004 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2004/7/14消費動向調査年報　平成16年版 2004 7 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2004/7/21



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編14　神奈川県 2004 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/21平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編34　広島県 2004 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/21平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編35　山口県 2004 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/21平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編40　福岡県 2004 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/21平成12年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編43　熊本県 2004 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/7/21「紀伊山地の霊場と参詣道」　世界遺産登録推薦書（ダイジェスト版） 2003 12 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  2004/7/28第271回定例県議会提出議案 2004 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2004/7/28（第271回定例県議会提出）平成15･16年度一般会計補正予算に関する説明書 2004 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/7/28青少年が健やかに育つこと　平成16年版 2004 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2004/7/28第二十五回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2004 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2004/7/28奈良県青少年対策実施計画　平成16年度  1 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2004/7/28NARA YOUTH REPORT 2003 2004 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2004/7/28平成14年　企業活動基本調査報告　（近畿経済産業局管内分） 2004 4 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2004/7/29事業概要　平成16年度 2004 7 産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  商工労働部 2004/7/30地方財政統計年報　平成14年度 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 行財政 財政(統計)  総務部 2004/8/5学校基本数一覧表　平成16年度 2004 5 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化 教育委員会 2004/8/12全国知事・市町村長ファイル 2004-2005 2004 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 社団法人　地方行財政調査会 2004/8/23平成12年国勢調査報告　第8巻　外国人に関する特別集計結果 2004 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/8/23小売物価統計調査年報　平成15年 2004 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2004/8/23札幌市統計書　平成15年版 2004 3 都道府県 北海道 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 札幌市 総務部 2004/8/23和歌山県のすがた（平成15年） 2003 4 都道府県 和歌山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/8/23奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成16年3月31日現在） 2004 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2004/8/23行政投資　平成15年 2004 6 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 財政 （財）地方財務協 2004/8/30経済要覧　平成16年版 2004 6 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済一般  2004/8/30中小企業の経営指標　平成15年度調査 2004 5 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 （社）中小企業診断協会 2004/8/30日本国勢図会　2004/05年版 2004 6 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）矢野恒太記念会 2004/8/30科学技術白書　平成16年版 2004 6 国関係機関 文部科学省 行政資料 総合行政 行政一般  2004/8/30



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日国民栄養の現状（平成14年厚生労働省国民栄養調査結果） 2004 6 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 健康・栄養情報研究会 2004/8/30民力　2004年版 2004 7 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 朝日新聞社 2004/8/30地方選挙の手引（平成16年） 2004 4 その他 その他団体等 行政資料 議会・選挙 選挙 選挙制度研究会 2004/8/30社会保障年鑑　2004年版 2004 5 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 健康保険組合連合会 2004/8/30厚生統計要覧　平成15年版 2004 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計)  2004/8/30労働統計要覧　平成15年度 2004 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計)  2004/8/30日本の大気汚染状況　平成15年版 2004 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 大気汚染 大気汚染法令研究会 2004/8/30首都圏白書　平成16年版 2004 6 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2004/8/30観光の実態と志向（第22回）平成15年度 2004 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協 2004/8/30第43出入国管理統計年報　平成16年版 2004 6 国関係機関 法務省 統計資料 人口・世帯 人口一般  2004/8/30海上保安レポート　2004 2004 5 国関係機関 海上保安庁 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  2004/8/30情報化白書　2004 2004 8 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）日本情報処理開発協会 2004/8/30関西活性化白書　2004年版 2004 5 その他 その他団体等 行政資料 建設 地域開発 （財）関西社会経済研究所 2004/8/30情報通信白書　平成16年版 2004 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  2004/8/30地域交通年報　平成15年版 2004 7 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2004/8/30奈良県立病院概要　第25号　平成16年度 2004 9 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2004/8/30卸売市場の概要　平成16年6月 2004 8 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  2004/8/30平成16年6月　第271回定例奈良県議会会議録 2004 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2004/9/9消費生活　ア・ラ・カルト　№30 2003 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 生活科学センター／第２生活科学センター 2004/9/9消費生活　ア・ラ・カルト　№31 2004 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 生活科学センター／第２生活科学センター 2004/9/9新聞購読契約について実態調査報告書（奈良県委託事業） 1999 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活  2004/9/9個人情報についての調査報告書（奈良県委託事業） 2003 3 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  2004/9/9生活科学センター事業実績　平成14年度  文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  2004/9/9調査委託事業　ごみのリサイクルについての調査報告書　平成13年度 2002 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活  2004/9/9調査委託事業　食品表示についての調査報告書　平成14年度 2003 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活  2004/9/9くらしの情報（新聞掲載）　平成10年1月から12月 1999 1 文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活  2004/9/9奈良県有財産表　平成16年3月31日現在 2004 総務部 管財課 行政資料 税・財政 公有財産  総務部 2004/9/9こおりやま　創立５０周年記念誌 2004 9 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2004/9/16知事提出議案説明要旨（第272回定例県議会） 2004 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/9/21（第272回県議会提出）平成16年度一般会計補正予算に関する説明書 2004 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2004/9/21



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日（第272回定例県議会提出）平成16年度一般会計補正予算案その他 2004 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2004/9/21奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成15年度 2004 8 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  2004/9/21奈良県病院事業費特別会計決算書　平成15年度 2004 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 税・財政 予算・決算  2004/9/21平成１４年度～　調理師試験問題  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 保健衛生 食品衛生  2017/10/3少年非行の概況（平成15年中） 2004 9 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2004/9/28知事提出議案説明要旨（第272回定例県議会） 2004 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/9/30主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成15年度 2004 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2004/9/30奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成15年度 2004 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2004/9/30労働経済の分析　平成16年版  国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  2004/10/12毎月勤労統計調査年報－全国調査－平成15年 2004 9 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2004/10/12奈良県勢要覧　2004 2004 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2004/10/12STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2004 2004 8 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2004/10/12平成12年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口Ⅲ　就業者の産業（中分類）・職業（中分類）〈抽出詳細集計〉　第1部　北海道・東北 2004 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/10/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口Ⅲ　就業者の産業（中分類）・職業（中分類）〈抽出詳細集計〉　第2部　関東 2004 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/10/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口Ⅲ　就業者の産業（中分類）・職業（中分類）〈抽出詳細集計〉　第3部　中部 2004 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/10/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口Ⅲ　就業者の産業（中分類）・職業（中分類）〈抽出詳細集計〉　第4部　近畿 2004 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/10/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口Ⅲ　就業者の産業（中分類）・職業（中分類）〈抽出詳細集計〉　第5部　中国・四国 2004 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/10/13平成12年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口Ⅲ　就業者の産業（中分類）・職業（中分類）〈抽出詳細集計〉　第6部　九州・沖縄 2004 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2004/10/13職員の給与等に関する報告及び勧告（平成16年10月） 2004 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2004/10/14毎月勤労統計調査年報－地方調査－平成15年 2004 9 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2004/10/19毎月勤労統計調査地方調査年報（千葉県の賃金、労働時間及び雇用の動き）平成15年 2004 5 都道府県 千葉県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2004/10/19毎月勤労統計調査（地方調査結果・特別調査結果）平成18年 2007 8 都道府県 岐阜県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2004/10/19平成15年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2004 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2004/10/19



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成15年度 2004 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  2004/10/19奈良県歳入歳出決算報告書　平成15年度 2004 10 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2004/10/19犯罪統計書　平成15年  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2004/10/21奈良県立医科大学概要　平成16年度 2004 10 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2004/11/1平成17年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成16年7月 2004 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/11/4土地利用動向調査　平成15年度 2003 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2004/11/11奈良県新エネルギー利用促進計画ー資料編ー 1998 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  2004/11/25奈良県新エネルギー利用促進計画ー概要版ー 1998 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  2004/11/25研究紀要　第8集 2004 10 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2004/11/30（第273回定例県議会提出）平成16年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2004 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/12/3（第273回定例県議会提出）平成16年度一般会計特別会計補正予算案その他 2004 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/12/3知事提出議案説明要旨（第273回定例県議会） 2004 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2004/12/3平成１４・１５・１６年度　保育士試験問題 2004 9 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  2004/12/3平成16年9月　第272回定例奈良県議会会議録 2004 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2004/12/3平成17年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成16年11月 2004 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2004/12/7平成16年度　奈良県の男女共同参画 2003 12 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2004/12/7補助金総覧　平成16年度 2004 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 日本電算企画 2004/12/8土地白書　平成16年版 2004 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2004/12/8図説　水産白書　平成15年度版 2004 7 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 水産 （財）農林統計協 2004/12/8通商白書2004 2004 7 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 産業経済一般 経済産業省 2004/12/8気象年鑑　2004年版 2004 8 国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 （財）気象業務支援センター 2004/12/8保育白書　2004年版 2004 8 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 （株）草土文化 2004/12/8女性白書　2004 2004 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 日本婦人団体連合会 2004/12/8インターネット白書　2004 2004 7 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 通信 （株）インプレス 2004/12/8全国市町村要覧（平成16年版） 2004 10 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 市町村自治研究 2004/12/8外交青書　平成16年版 2004 5 国関係機関 外務省 行政資料 生活文化 国際交流  2004/12/8ジェトロ貿易投資白書　2004年版 2004 9 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 産業経済一般 日本貿易振興会 2004/12/8経済財政白書　平成16年版 2004 7 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  2004/12/8警察白書　平成16年版 2004 10 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 治安  2004/12/8犯罪白書　平成16年版 2004 11 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 治安  2004/12/8公益法人白書　平成16年版 2004 8 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 行政一般  2004/12/8業務概況（平成16年版） 2004 11 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2004/12/15環境調査報告書（水質編）平成15年度 2004 12 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2005/1/18奈良県公報　製本　平成15年4月から6月 2003 4 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2005/1/18



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県公報　製本　平成15年7月から9月 2003 7 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2005/1/18奈良県公報　製本　平成15年10月から12月 2003 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2005/1/18奈良県公報　製本　平成16年1月から3月 2004 1 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2005/1/18市町村財政の概要　普通会計編・公営企業編　製本平成14年度 2004 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2005/1/18県議会時報なら　平成15年　製本　No.214～217 2003 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2005/1/18市町村税政の概要　製本　平成14年度～15年度 2003 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  2005/1/18統計レポート　製本　平成15年度 2003 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県統計協会 2005/1/18環境白書　製本　平成14年度版～15年度版 2003 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2005/1/18統計基準年報　平成15年度 2004 10 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2005/1/21個人企業経済調査報告（構造編）　平成15年度 2004 9 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2005/1/21福島県勢要覧　平成15年版 2003 10 都道府県 福島県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2005/1/21県議会時報なら（平成16年6月定例県議会）№219 2004 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2005/2/3県議会時報なら（平成16年9月定例県議会）№220 2004 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2005/2/3奈良県税務統計　平成15年度 2004 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2005/2/8平成16年12月　第273回定例奈良県議会会議録 2005 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2005/2/18食料白書　2005年版 2005 1 その他 その他団体等 行政資料 農林水産 農業経済 （財）食料・農業政策研究センター 2005/2/25個人情報保護法の解説 2005 2 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  2005/2/25消費生活年報　2004 2004 10 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 国民生活センター 2005/2/25全国観光動向（平成14年（度）都道府県別観光地入込客統計） 2004 8 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協会 2005/2/25建築統計年報　平成16年度版 2004 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 建設(統計) 建設 （財）建設物価調査会 2005/2/25国民医療費　平成14年度 2004 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協 2005/2/25日本の防衛　防衛白書　平成16年版　防衛庁・自衛隊発足５０年を迎えて 2004 7 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般 防衛庁 2005/2/25公害紛争処理白書　平成16年版 2004 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 環境 環境保全一般 公害等調整委員 2005/2/25国民医療年鑑　平成15年度版 2004 9 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 （株）春秋社 2005/2/25行政機構図　2005年版 2004 10 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 2005/2/25第56回　労働統計年報（平成15年） 2005 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) （財）労務行政研究所 2005/2/25知事提出議案説明要旨（第274回定例県議会） 2005 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/2/28（第274回定例県議会提出）平成17年度一般会計特別会計予算案 2005 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2005/2/28（第274回定例県議会提出）平成17年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2005 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/2/28条例その他予算外議案（第274回定例県議会提出） 2005 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2005/2/28平成14・15・16・17・18年度　クリーニング師試験問題 2007 2 文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2005/3/8



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成12年国勢調査報告　第9巻　新産業分類特別集計　－日本標準産業分類第１１回改訂に伴う組替集 2005 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2005/3/8統計でみる都道府県のすがた　2005 2005 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2005/3/8社会生活統計指標（都道府県の指標）2005 2005 1 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標  総務部 2005/3/8奈良県中小企業の現況　平成16年10月 2004 10 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/3/8知事提出議案説明要旨（第274回定例県議会） 2005 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/3/11（第274回定例県議会提出）平成16年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2005 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/3/11（第274回定例県議会提出）平成16年度一般会計特別会計補正予算案その他 2005 3 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/3/11奈良県文化財調査報告書　第105集(北葛城郡新庄町寺口千塚古墳群Ⅱ　－中戸川砂防事業にともなう発掘調査－） 2003 12 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2005/3/14奈良県文化財調査報告書　第107集(磯城郡田原本町多遺跡　第１６・１７次発掘調査報告書） 2004 2 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2005/3/14奈良県文化財調査報告書　第108集(北葛城郡當麻町兵家清水・菰谷古墳群） 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2005/3/14奈良県文化財調査報告書　第109集(五條市西河内町荒坂遺跡　第５次調査） 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所奈良県文化財調査報告書　第110集(桜井市茶臼山古墳　範囲確認調査報告） 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所奈良県文化財調査報告書　第111集(橿原市東竹田町東竹田遺跡） 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2005/3/14奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第55冊（曽我遺跡　遺構・土器編） 1989 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2005/3/14奈良県史跡名勝天然記念物調査報告　第55冊（曽我遺跡　玉類集計表篇） 1989 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2005/3/14奈良県立橿原考古学研究所調査報告　第87冊（巨勢 2004 2 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2005/3/14橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第27冊 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2005/3/14鏡笵研究　Ⅰ 2004 7 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2005/3/14橿原考古学研究所年報　30　平成15年度 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2005/3/14ものづくりと日本文化 2004 6 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2005/3/14中国的風土・人・文物 2004 6 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2005/3/14奈良県山辺郡山添村　大川遺跡　第６・７次調査 2004 3 奈良県市町村 山添村 行政資料 生活文化 文化財 山添村教育委員 2005/3/14東吉野村　小三昧墓　文化財調査報告書 2004 3 奈良県市町村 東吉野村 行政資料 生活文化 文化財 東吉野村教育委員会 2005/3/14末永雅雄が語る　大和発掘ものがたり 2004 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 社団法人　橿原考古学協会 2005/3/14管内公衆衛生の概況　平成15年度版 2004 11 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2005/3/17毎月勤労統計調査特別調査報告　平成16年 2005 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2005/3/17鹿児島県の給与と労働時間（毎月勤労統計調査地方調査結果　毎月勤労統計調査特別調査結果）平成18 2007 10 都道府県 鹿児島県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2005/3/17毎月勤労統計調査地方調査年報（平成18年） 2008 3 都道府県 高知県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 高知県 総務部 2005/3/17埼玉県の賃金・労働時間及び雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査結果年報）平成15年 2004 12 都道府県 埼玉県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2005/3/17



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日毎月勤労統計調査地方調査結果報告（賃金・労働時間・雇用の動き）平成15年 2004 12 都道府県 秋田県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2005/3/17市町村財政の概要　普通会計編　平成15年度 2005 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2005/4/4市町村財政の概要　公営企業編　平成15年度 2005 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 財政  総務部 2005/4/4奈良県市町村要覧　平成16年度 2005 2 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2005/4/4大和・木津川地域森林計画の変更計画書（大和・木津川森林計画区） 2005 2 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/4/4北山・木津川地域森林計画の変更計画書（北山・木津川森林計画区） 2005 2 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/4/4吉野地域森林計画の変更計画書（吉野森林計画区） 2005 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/4/4医療情報システムの業務概要（患者数年報収録）平成15年度 2005 1 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  2005/4/4保健所事業概況　平成15年度版 2004 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2005/4/4奈良県産業連関表　平成12年 2005 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 産業関連表  総務部 2005/4/4奈良県の工業（平成15年工業統計調査結果報告書） 2005 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2005/4/4業務年報　平成15年度版  福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2005/4/5平成１７年度　奈良県予算　話題１００選 2005 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2005/4/7みやぎの雇用と賃金（毎月勤労統計調査・同特別調査結果）平成15年 2004 12 都道府県 宮城県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2005/4/7山形県の賃金、労働時間及び雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査結果報告書）平成18年 2007 12 都道府県 山形県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2005/4/7静岡県勢要覧　平成14年度 2003 3 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2005/4/7長崎県勢要覧　平成15年版 2004 1 都道府県 長崎県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2005/4/7小売物価統計調査10年報 2005 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2005/4/7特別区の統計　第２４回 2005 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  2005/4/7科学技術研究調査報告　平成16年 2005 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2005/4/7和歌山県のすがた（平成14年） 2002 3 都道府県 和歌山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2005/4/7県議会時報なら（平成16年12月定例県議会）№221 2005 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2005/4/11奈良県過疎地域自立促進方針（後期）　奈良県過疎地域自立促進計画（後期） 2004 11 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2005/4/11国民健康保険及び老人保健（医療）事業状況　平成15年度 2005 3 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  福祉部 2005/4/11情報公開法の制度運営に関する検討会　報告 2005 3 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  2005/4/20会計検査のあらまし－平成15年度決算－ 2005 2 国関係機関 会計検査院 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2005/4/20地価公示　平成17年 2005 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2005/4/20消費者物価指数年報　平成16年 2005 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2005/4/26我が国の商業　2005 2005 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2005/4/26滋賀県勢要覧　平成16年版 2004 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 滋賀県 2005/4/26五條市統計書　平成16年版（第21回） 2005 3 奈良県市町村 五條市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2005/4/26神奈川県勢要覧　平成15年度 2004 3 都道府県 神奈川県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2005/4/26学校保健統計調査報告書　平成１６年度 2005 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2005/4/26第２次奈良県地震被害想定調査報告書 2005 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  2005/4/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日配偶者からの暴力　相談の手引き 2005 4 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 福祉一般  2005/5/18～　ドメスティック・バイオレンスをなくすために～（DV対応マニュアル） 2005 3 文化・教育・くらし創造部 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2005/5/18青少年が健やかに育つこと　平成17年版 2005 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2005/5/18奈良県青少年海外派遣事業報告書　２００４　アジア・チャレンジ・プロジェクト 2005 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  福祉部 2005/5/18第二十六回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2005 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2005/5/18奈良県青少年対策実施計画　平成17年度  1 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2005/5/18絵だより　2005（平成1７年度・主要プロジェクトのご紹 2005 4 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2005/5/18業務報告　平成６年度 1995 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18業務報告　平成７年度 1996 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18業務報告　平成８年度 1997 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18業務報告　平成９年度 1998 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18業務報告　平成１０年度 1999 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18業務報告　平成１１年度 2000 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18業務報告　平成１２年度 2001 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18業務報告　平成１３年度 2002 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18業務報告　平成１４年度 2003 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18業務報告　平成１５年度 2004 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/5/18研究報告　№22 1996 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18奈良県工業技術センター研究報告　№24 1998 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18奈良県工業技術センター研究報告　№25 1999 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18奈良県工業技術センター研究報告　№26 2000 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18奈良県工業技術センター研究報告　№27 2001 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18奈良県工業技術センター研究報告　№28 2002 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18奈良県工業技術センター研究報告　№29 2003 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18奈良県工業技術センター研究報告　№30 2004 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/5/18奈良県小売商業高度化資金　融資のご案内  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  商工労働部 2005/5/18奈良県産業廃棄物処理業許可業者名簿　平成16年3月現在 2004 4 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2005/5/18奈良県児童生徒の体力テスト報告　平成１６年版 2005 3 教育委員会 教委保健体育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2005/5/18平成１６年度包括外部監査結果報告書 2005 4 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般  その他委員会など 2005/5/18農業近代化資金等関係法規集　平成16年  食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2005/5/18ふぐ処理師試験問題　平成１４年度～２６年度  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 保健衛生 食品衛生  2019/12/12行政監査報告書　平成15年度  その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2005/5/18公共工事コスト縮減対策に関する新行動計画の後期実施計画 2005 3 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2005/5/18農業制度金融のしおり 2005 3 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2005/5/18奈良県の仕事と税金（社会科資料）2004 2004 12 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2005/5/18市町村税政の概要　　平成16年度 2005 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 税務  2005/5/18県税ガイド　平成16年度版  総務部 税務課 行政資料 税・財政 税・財政一般  総務部 2005/5/18安心・満足住まいづくりガイドブック　住宅宣言 2005 3 県土マネジメント部 住宅課 行政資料 建設 建築・住宅  土木部 2005/5/18間伐材等の利活用事例集（生活用品集） 2002 8 水循環・森林・景観環境部 林業基盤課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/5/23奈良県風倒木被害復旧誌 2003 12 水循環・森林・景観環境部 林業基盤課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/5/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日世界で一番しあわせな愛のことば 2005 4 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  福祉部 2005/5/23少子化対策関係資料集 2005 3 国関係機関 厚生労働省 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  2005/5/23就学前教育の充実をめざして　2004年度 2005 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 教育一般  教育委員会 2005/5/23人権を大切にする保育指導資料集 2005 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 社会福祉 同和  福祉部 2005/5/23奈良県住みよい福祉のまちづくり条例 2005 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 社会福祉 福祉一般  土木部 2005/5/23桜井市統計書　平成14年版 2003 3 奈良県市町村 桜井市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2005/5/23天理市統計書　平成15年版 2004 3 奈良県市町村 天理市 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2005/5/23橿原市統計書　平成15年版 2004 4 奈良県市町村 橿原市 統計資料 総記(統計) その他統計資料 橿原市 総務部 2005/5/23奈良県薬事年報　VOL.53　平成16年11月 2004 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2005/5/23災害時における医薬品等の確保・供給マニュアル 2005 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  福祉部 2005/5/23奈良県介護サービス評価基準（介護老人保健施設） 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27奈良県介護サービス評価基準（介護療養型医療施 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27奈良県介護サービス評価基準（短期入所生活介護） 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27奈良県介護サービス評価基準（介護老人福祉施設） 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27奈良県介護サービス評価基準（通所介護） 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27奈良県介護サービス評価基準（通所リハビリテーショ 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27奈良県介護サービス評価基準（短期入所療養介護） 2004 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  2005/5/27環境調査報告書（大気編）平成15年度 2005 2 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2005/5/27平成１６年度食料・農業・農村の動向　　平成１７年度食料・農業・農村施策 2005 4 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2005/5/27平成１６年度食料・農業・農村白書のポイント 2005 4 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2005/5/27飼料作物奨励品種と栽培の手引き 2005 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27奈良県畜産試験場研究報告　第24号（平成９年） 1997 9 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27奈良県畜産試験場研究報告　第25号（平成１０年） 1998 10 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27奈良県畜産試験場研究報告　第26号（平成１１年） 1999 10 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27奈良県畜産試験場研究報告　第27号（平成１２年） 2000 10 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27奈良県畜産技術センター研究報告　第28号（平成１３ 2002 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27奈良県畜産技術センター研究報告　第30号（平成１５ 2004 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27奈良県畜産技術センター研究報告　第31号（平成１６ 2005 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2005/5/27認定ＮＰＯ法人制度 2005 4 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 生活文化一般  2005/5/27暮らしの課題とＮＰＯ 2005 4 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 生活文化一般  2005/5/27「もてなしの心」推進行動プログラム 2005 4 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）のあらまし 2005 4 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27ボランティア・ＮＰＯ活動実態調査報告書 2003 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27ボランティア・ＮＰＯ活動実態調査報告書(概要版） 2003 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27ボランティア・ＮＰＯとの協働ビジョン 2003 9 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27ボランティア・ＮＰＯとの協働ビジョン（概要版） 2003 9 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27県内企業の社会貢献活動調査 2003 3 文化・教育・くらし創造 県民生活課 行政資料 生活文化 生活文化一般  生活環境部 2005/5/27第91回　大阪市統計書　平成15年版 2004 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2005/5/27統計情報インデックス　2005 2005 5 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2005/5/27札幌市統計書　平成16年版 2005 3 都道府県 北海道 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 札幌市 総務部 2005/5/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県水防計画　平成16年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  土木部 2005/6/8奈良県住みよい福祉のまちづくり条例 2005 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 社会福祉 福祉一般  土木部 2005/6/8奈良県住みよい福祉のまちづくり条例設計マニュアル改訂版 2005 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 社会福祉 福祉一般  2005/6/8ならまちづくりガイドブック 2005 1 県土マネジメント部 建築課 行政資料 社会福祉 福祉一般  土木部 2005/6/8消防防災年報　平成15年版 2004 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2005/6/8消防防災年報　平成16年版 2005 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2005/6/8平成15年度京阪神都市圏総合都市交通体系調査報告書 2004 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 2005/6/8平成15年度京阪神都市圏総合都市交通体系調査報告書資料編 2004 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 2005/6/8参議院議員通常選挙の記録（平成16年7月11日執行） 2005 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  その他委員会など 2005/6/8保安林内における作業許可の取扱い 2004 3 水循環・森林・景観環境部 森林保全課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  2005/6/8奈良県林政の概要　平成17年4月 2005 4 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/6/8奈良県林業統計　平成14年度 2005 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2005/6/8産業活動分析　平成１７年１～３月期 2005 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2005/6/14奈良の林業　平成17年度 2005 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/6/14奈良県障害者長期計画2005～ともに生きる～ 2005 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2005/6/14奈良県障害者長期計画2005～ともに生きる～概要版 2005 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2005/6/14奈良県障害者長期計画2005～ともに生きる～概要版（かな標記） 2005 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2005/6/14業務年報　平成15年度 2004 11 福祉医療部 総合リハビリテーションセンター 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2005/6/14平成17年2月　第274回定例奈良県議会会議録 2005 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2005/6/14労働統計要覧　平成16年度 2005 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計)  2005/6/14訪日外国人旅行者調査－訪問地等について－2003年～2004年 2005 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （特）国際観光振興会 2005/6/14国土交通白書　2005 2005 4 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2005/6/14簡易生命表　平成15年 2004 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 （財）厚生統計協 2005/6/14我が国の人口動態　平成17年 2005 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調 （財）厚生統計協 2005/6/14住民基本台帳人口要覧　平成16年版 2004 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 （財）国土地理協会 2005/6/14森林・林業白書　平成16年度 2005 4 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 （社）日本林業協 2005/6/14都市交通年報　平成16年版 2005 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2005/6/14食料需給表　平成15年度 2005 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般 （財）農林統計協 2005/6/14行政投資　平成16年 2005 4 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 財政 （財）地方財務協 2005/6/14日本の大気汚染状況　平成16年版 2005 3 その他 その他団体等 行政資料 環境 大気汚染 大気汚染法令研究会 2005/6/14老人福祉のてびき　平成16年度版 2004 12 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 （財）長寿社会開発センター 2005/6/14



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日観光の実態と志向　平成16年版 2005 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光  2005/6/14海上保安レポート　2005 2005 5 国関係機関 海上保安庁 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  2005/6/14社会保障年鑑　2005年版 2005 5 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 健康保険組合連合会 2005/6/14道路行政　平成16年度版 2005 2 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 道路 全国道路利用者会議 2005/6/14原子力安全白書　平成16年版 2005 5 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 原子力安全委員 2005/6/14社会福祉行政業務報告（福祉行政報告例）平成15年 2005 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) （財）厚生統計協 2005/6/14中小企業白書（2005年版） 2005 5 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般  2005/6/14大阪市勢要覧　平成15年版 2004 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) その他統計資料 大阪市 総務部 2005/6/15徳島県勢要覧　平成12年版 2001 3 都道府県 徳島県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2005/6/15奈良県出資法人（平成16年度業務報告・平成17年度事業計画） 2005 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2005/6/22第２７５回　定例県議会提出議案 2005 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/6/22商業販売統計年報　平成16年 2005 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2005/7/6商業販売統計年報　平成13年 2002 7 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2005/7/6商業販売統計年報　平成9年 1998 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2005/7/6商業販売統計年報　平成10年 1999 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2005/7/6家計調査年報　平成16年　《家計収支編（二人以上の世帯）》 2005 5 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2005/7/6平成15年　工業統計調査　産業細分類別統計表　（経済産業別・都道府県別） 2005 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2005/7/6業務報告　平成15年度 2005 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/7/6奈良県森林技術センター研究報告　第34号 2005 3 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2005/7/6稲作関係資料 2004 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2005/7/6ゴルフ場の芝生等保護管理マニュアル（登録農薬一 2005 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  農林部 2005/7/6高性能農業機械導入計画 2004 4 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2005/7/6奈良県の農産と園芸 2004 10 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2005/7/6農作物病害虫および雑草防除指導指針　(平成16年 2004 11 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2005/7/6平成18年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成17年7月 2005 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2005/7/6県内主要工業団地等立地企業一覧 2005 3 産業・観光・雇用振興 工業支援課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2005/7/6奈良県農業技術センター研究報告　第36号 2005 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2005/7/6奈良県農業技術センター業務年報　平成16年度 2005 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2005/7/6児童生徒の心に響く道徳教育の充実に向けて～道徳教育推進指導資料～ 2005 3 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2005/7/6奈良県中小企業団体名簿（平成17年3月15日現在） 2005 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2005/7/12ＬＰガスについての調査報告書 2000 3 水循環・森林・景観環境部 その他生活環境部出先機関 行政資料 生活文化 消費生活  2005/7/21茨城県の人口　平成16年　県常住人口調査 2005 7 都道府県 茨城県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 2005/7/21統計でみる市区町村のすがた　2005 2005 7 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2005/7/21小売物価統計調査年報　平成16年 2005 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2005/7/21家計調査年報 2005 4 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  2005/7/21奈良県のダム 2005 4 県土マネジメント部 河川課 行政資料 建設 河川  2005/7/21奈良県の水道概要　平成15年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2005/7/21



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日事業概要　平成17年度 2005 7 産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  商工労働部 2005/7/28奈良県勢要覧　2005 2005 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2005/7/28【内外情勢調査会　知事講演】　厳しい時代・勇気と戦略（平成17年度「臘梅予算」） 2005 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2005/7/28卸売市場の概要　平成１７年６月 2005 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県中央卸売市場 農林部 2005/8/2県議会時報なら（平成1７年2月定例県議会）№２２２ 2005 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2005/8/9やさしさキラリ　なら県づくり 2005 3 県土マネジメント部 監理課 行政資料 建設 道路  土木部 2005/8/9全国知事・市町村ファイル　2005-2006 2005 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般  2005/8/9平成１6年全国消費実態調査　主要耐久消費財に関する結果（速報） 2005 7 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2005/8/9統計グラフでみる奈良県　平成16年度版  総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2005/8/11市場年報　平成16年度 2005 7 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産  県関係機関 2005/8/16奈良県交通安全実施計画　平成1７年度 2005 7 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全 奈良県交通安全対策会議 生活環境部 2005/8/29平成１４年度～　製菓衛生師試験問題  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 保健衛生 食品衛生  2017/10/3ユニバーサルデザイン政策大綱 2005 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 社会福祉 福祉一般 国土交通省 2005/8/29ユニバーサルデザイン政策大綱　点字版 2005 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 社会福祉 福祉一般 国土交通省 2005/8/29研究紀要　第8集 2005 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2005/9/6奈良県立病院概要　第26号　平成17年度 2005 9 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2005/9/6統計基準年報　平成16年度 2005 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2005/9/6企業活動基本調査確報 2005 9 国関係機関 近畿経済産業局 統計資料 経済 経済一般 近畿経済産業局 総務部 2005/9/6STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2005 2005 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2005/9/6学校基本数一覧表　平成1７年度 2005 5 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2005/9/9平成17年6月　第275回定例奈良県議会会議録 2005 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2005/9/13産業活動分析　平成１７年４～６月期 2005 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2005/9/13消費動向調査年報　平成１７年版 2005 8 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2005/9/13住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢別人口（平成16年10月1日現在） 2004 9 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2005/9/14精神保健福祉センター所報　平成15･16年度 2005 9 福祉医療部 精神保健福祉センター 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2005/9/14都市景観 2005 9 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 都市計画 ｢都市景観の日｣実行委員会 土木部 2005/9/15第２７６回　定例県議会提出 2005 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/9/15奈良県立医科大学概要　平成1７年度 2005 9 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2005/9/22主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成16年度 2005 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2005/9/29奈良県公立高等学校等紹介　平成１７年度 2005 9 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2005/9/30家計調査年報　平成16年　《貯蓄・負債編》 2005 10 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2005/10/7職員の給与等に関する報告及び勧告（平成17年10月） 2005 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2005/10/7



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成15年　工業統計表　産業編　(概要版) 2005 2 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2005/10/7中小企業のための金融案内　平成17年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2005/10/7｢食の安全･安心について｣の調査報告書 2005 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 生活文化一般 奈良県食品･生活相談センター 生活環境部 2005/10/7一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成16年度 2005 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  2005/10/21奈良県歳入歳出決算報告書　平成16年度 2005 10 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2005/10/21平成16年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2005 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2005/10/21少年非行等の概況（平成16年中） 2005 9 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2005/10/212005年農林業センサス結果概要　(速報) 2005 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 2005/11/1｢奈良県新長期ビジョン｣に関する県民アンケート　報告書 2005 4 総務部 新長期ビジョン策定事務局 行政資料 総合行政 行政計画  2005/11/2個人企業経済調査報告（構造編）　平成16年度 2005 11 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2005/11/8近畿圏整備に関する重点事項 2005 6 国関係機関 その他の政府関係機関 行政資料 建設 建設・都市整備一般 近畿開発促進協議会 2005/11/16関西圏におけるこれからの交通社会資本整備 2005 9 国関係機関 その他の政府関係機関 行政資料 交通・運輸・通信 交通 関西広域連携協議会 2005/11/16平成18年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成17年11月 2005 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2005/11/17第２７７回　定例県議会提出 2005 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2005/11/30平成17年9月　第276回定例奈良県議会会議録 2005 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2005/12/1県議会時報なら（平成1７年６月定例県議会）№２２３ 2005 10 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2005/12/9研究紀要　第10集 2005 11 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2005/12/13産業活動分析　平成１７年７～９月期 2005 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2005/12/14｢長野県｣調査委員会　報告書 2005 11 都道府県 長野県 行政資料 総記 一般 「長野県」調査委員会 総務部 2005/12/15｢長野県｣調査委員会　報告書　資料編 2005 11 都道府県 長野県 行政資料 総記 一般 「長野県」調査委員会 総務部 2005/12/15保健所事業概況　平成16年度版 2005 12 福祉医療部 桜井保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2005/12/20平成１６年度｢子どもの学習費調査｣の結果について 2005 12 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化 生涯学習政策局調査企画課 2005/12/26学校教員統計調査報告書　平成16年度 2005 1 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2006/1/5環境調査報告書（水質編）平成16年度 2005 1 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2006/1/13秋田県勢要覧　平成16年版 2004 12 都道府県 秋田県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/1/16統計でみる日本　2006年版 2005 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）日本統計協 総務部 2006/1/16毎月勤労統計調査年報－地方調査－平成16年 2005 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2006/1/16奈良県学校地震防災教育推進プラン 2006 1 教育委員会 教委教育企画課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 奈良県教育委員 2006/1/25奈良県の農業農村整備　2005年度版 2005 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地  農林部 2006/1/26住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢別人口（平成17年10月1日現在） 2005 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2006/1/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日地域メッシュ統計地図 2006 1 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2006/2/1毒物劇物取扱者試験問題　平成１３年度～  福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  医療政策部 2019/12/17国道３０８号　大宮道路(宝来～尼辻) 2005 3 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 道路 土木部道路建設 土木部 2006/2/10平成17年１１月　第277回定例奈良県議会会議録 2005 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2006/2/16奈良県林道位置図 2008 1 水循環・森林・景観環境部 林業基盤課 行政資料 農林水産 林業 林業基盤課 農林部 2006/2/16平成17年国勢調査　全国・都道府県・市区町村別人 2005 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/2/17土地利用動向調査　平成16年度 2004 11 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2006/2/20土地利用動向調査　平成17年度 2005 12 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  2006/2/20平成18年　奈良県公立高等学校入学者選抜 特色選抜等　学校作成分 2006 2 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2006/2/23統計制度論 2006 1 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 財団法人　日本統計協会 総務部 2006/2/24管内公衆衛生の概況　平成16年度版 2005 12 福祉医療部 内吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  総務部 2006/2/24平成18年度一般会計特別会計予算案の概要 2006 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/2/28第２７８回　定例県議会提出 2006 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2006/2/28(第278回定例県議会提出)　条例その他予算外議案 2006 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/2/28（第278回定例県議会提出）平成18年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2006 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2006/2/28平成17年度一般会計特別会計予算案の概要 2005 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/2/28環境調査報告書（ダイオキシン類編）　　平成12年～16年度 2002 1 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2006/2/28平成14～16年度　　県税収入決算書 2003 8 総務部 税務課 行政資料 税・財政 税務  総務部 2006/3/1奈良県観光客動態調査報告書　昭和61年～平成４年①  産業・観光・雇用振興部 観光交流局文化観光課 統計資料 観光 観光  2006/3/1奈良県観光客動態調査報告書　平成5年～10年　②  産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 統計資料 観光 観光  2006/3/1奈良県観光客動態調査報告書　平成11年～17年　③  産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 統計資料 観光 観光  企画部 2006/3/1県議会時報なら（平成1７年９月定例県議会）№２２４ 2006 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2006/3/1実践例１００　ー環境への思いやりー 1995 2 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 環境 環境保全一般 大蔵省印刷局 2006/3/6奈良県公報　　平成16年10月から平成17年3月 2004 10 総務部 総務課 行政資料 総記 県広報/官報  総務部 2006/3/7統計でみる都道府県のすがた　2006 2006 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2006/3/9社会生活統計指標（都道府県の指標）2006 2006 1 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標  総務部 2006/3/9土地白書　平成17年版 2005 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2006/3/13奈良県の工業（平成16年工業統計調査結果報告書） 2006 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2006/3/14全国観光動向（平成15年（度）都道府県別観光地入込客統計） 2005 10 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （社）日本観光協会 2006/3/14日本の水資源　平成17年版 2005 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  2006/3/14訪日外国人旅行者満足度調査報告書 2005 6 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 （財）国際観光サービスセンター 2006/3/14少子化と男女共同参画に関する社会環境の国際比較報告書 2005 9 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 内閣府 2006/3/14平成16年版　数字で見る雇用の動き(平成15年雇用動向調査報告) 2005 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 厚生労働省 2006/3/14日本人の平均値 2005 11 その他 その他団体等 行政資料 総記 一般 生活情報センター 2006/3/14



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日警察白書　平成17年版 2005 8 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 治安  2006/3/15犯罪白書　平成17年版 2005 11 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 治安  2006/3/17ライフデザイン白書　2006-07 2005 12 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 第一生命経済研究所 2006/3/17社会福祉のあゆみ　社会福祉思想の軌跡 2005 12 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 金子光一 2006/3/17ジェンダー白書３　　女性とメディア 2005 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 北九州市立男女共同参画センター 2006/3/17公共ホールの政策評価　｢指定管理者制度｣時代に向 2005 10 その他 その他団体等 行政資料 総記 一般 中矢一義 2006/3/17環境要覧２００５／２００６ 2005 11 その他 その他団体等 行政資料 環境 環境保全一般 (財)地球･人間環境フォーラム 2006/3/17地球環境データブック 2005-06 2005 11 その他 その他団体等 行政資料 環境 環境保全一般 環境文化創造研究所 2006/3/17毎月勤労統計調査特別調査報告　平成17年 2006 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2006/3/20毎月勤労統計調査年報－全国調査－平成16年 2005 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2006/3/20長崎県勢要覧　平成16年版 2005 1 都道府県 長崎県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/3/202005年農林業センサス結果報告書 2006 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 2006/3/20奈良県文化財調査報告書　第113集　庵治遺跡 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20奈良県文化財調査報告書　第112集　ホラント遺跡 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第28冊 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20橿原考古学研究所年報　31　平成16年度 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20橿原考古学研究所調査報告　第92冊（乙木･佐保庄 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20橿原考古学研究所調査報告　第90冊（曲川遺跡） 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20橿原考古学研究所調査報告　第89冊（宮の平遺跡Ⅲ本文） 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2006/3/20橿原考古学研究所調査報告　第89冊（宮の平遺跡Ⅲ写真図版） 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2006/3/20橿原考古学研究所調査報告　第88冊（小泉堂遺跡） 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20橿原考古学研究所調査報告　第91冊（芝遺跡） 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20鏡笵研究　Ⅲ 2005 7 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20鏡笵研究　Ⅱ 2005 7 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20下牧瓦窯　発掘調査報告書 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2006/3/20大和の終末期古墳 2004 7 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 河上邦彦 2006/3/20子育て世代、応援します！ 2006 1 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 加藤邦子 2006/3/24日本の雇用戦略　人口減少下の労働問題 2006 1 その他 その他団体等 行政資料 労働 労働一般 高梨　昌　連合総 2006/3/24１億人の防災ハンドブック 2005 6 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 防災を考える会 2006/3/24森林・林業白書(索引付き)　平成16年度 2005 6 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 （社）日本林業協 2006/3/24環境･リサイクル施策データブック２００５ 2005 6 その他 その他団体等 行政資料 環境 環境保全一般 オフィスゼロ 2006/3/24国民医療費　平成15年度 2005 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 2006/3/24食事バランスガイド 2005 12 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 食品衛生 第一出版編集部 2006/3/24個人情報保護対策 2006 2 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 三浦義武 2006/3/24健康･栄養･生活の統計学 2005 12 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 食品衛生 宮城重二 2006/3/24奈良県税務統計　平成16年度 2005 3 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2006/3/30我が国の工業　２００６ 2006 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2006/3/30



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県推計人口年報　平成17年10月1日 2006 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2006/3/30平成１７年度　学校保健統計調査報告書 2006 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2006/3/31奈良県推計人口年報　平成16年10月1日 2005 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2006/3/31奈良県の結核　平成16年版 2006 1 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康  福祉部 2006/3/312005年農林業センサス結果報告書 2005 2 都道府県 滋賀県 統計資料 農業 農林業センサス  2006/3/312005年農林業センサス結果概要 2006 3 都道府県 大阪府 統計資料 農業 農林業センサス 大阪府企画調整部統計課 総務部 2006/4/122005年農林業センサス兵庫県結果表 2006 3 都道府県 兵庫県 統計資料 農業 農林業センサス 兵庫県企画管理部管理局統計課 総務部 2006/4/12福岡県の農林業－２００５年農林業センサス結果報告書 2006 3 都道府県 福岡県 統計資料 農業 農林業センサス 福岡県企画振興部調査統計課 総務部 2006/4/12平成１７年福井県の農林業－２００５年農林業センサス農林業経営体調査結果報告書－ 2006 3 都道府県 福井県 統計資料 農業 農林業センサス 福井県総務部情報政策課政策統 総務部 2006/4/12鹿児島県の農林業　２００５年農林業センサス結果 2006 3 都道府県 鹿児島県 統計資料 農業 農林業センサス 鹿児島県企画部統計課 総務部 2006/4/12三重県の農林業　２００５年農林業センサス結果概要報告書 2006 3 都道府県 三重県 統計資料 農業 農林業センサス 三重県総合企画局統計調査室 総務部 2006/4/12愛媛の農林業　２００５年農林業センサス結果報告書 2006 3 都道府県 愛媛県 統計資料 農業 農林業センサス 愛媛県企画情報 総務部 2006/4/12２００５年農林業センサス結果報告書 2006 3 都道府県 静岡県 統計資料 農業 農林業センサス 静岡県生活・文化部経済統計室 総務部 2006/4/12２００３年（第１１次）漁業センサス　総括編 2006 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 水産業 水産業一般 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2006/4/122005年農林業センサス結果報告書（農林業経営体調査） 2006 3 都道府県 宮城県 統計資料 農業 農林業センサス 宮城県企画部統計課 2006/4/122005年農林業センサス農林業経営体調査結果報告書（北海道分） 2006 3 都道府県 北海道 統計資料 農業 農林業センサス 北海道企画振興部計画室統計課 総務部 2006/4/12100の指標からみた奈良県勢　平成18年版 2006 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2006/4/17地価公示　平成18年 2006 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2006/4/18県議会時報なら（平成1７年１１月定例県議会）№２２５ 2006 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2006/4/20新奈良県環境総合計画 2006 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2006/4/24奈良県気象月報　平成16年  国関係機関 気象庁 統計資料 土地・自然 気象 奈良地方気象台 総務部 2006/4/24環境調査報告書（大気編）平成16年度 2006 2 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2006/5/9業務年報　平成16年度版 2006 4 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2006/5/92005年農林業センサス結果からみた奈良県の農業 2006 5 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林業センサス 近畿農政局奈良統計・情報センター 総務部 2006/5/102005年農林業センサス結果概要 2006 3 都道府県 和歌山県 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 2006/5/10特別区の統計　第２５回 2006 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  2006/5/10島根県の農林業－2005年農林業センサス結果報告書（概数値）－ 2006 3 都道府県 島根県 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 2006/5/10



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日県政１０年の歩み 2002 1 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 総務部 2006/5/11「なら未来目標」県民アンケート 報告書 2006 5 総務部 新長期ビジョン策定事務局 行政資料 総合行政 行政計画  企画部 2006/5/12保健所事業概況　平成11年度 2000 12 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2006/5/22保健所事業概況　平成12年度版 2001 12 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2006/5/22保健所事業概況　平成13年度版 2002 12 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2006/5/22保健所事業概況　平成14年度版 2004 1 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2006/5/22保健所事業概況　平成15年度版 2005 3 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2006/5/22消費者物価指数年報　平成１７年 2006 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 物価  2006/5/22奈良県人権施策に関する基本計画 2004 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 社会福祉 同和  2006/5/22犯罪統計書　平成１６年版  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2006/5/22奈良県地震防災対策アクションプログラム 2006 4 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2006/5/23奈良県市町村要覧　平成17年度 2006 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/5/23平成１８年度　奈良県青少年育成施策実施計画 2006 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  福祉部 2006/5/23国連「北京＋１０」世界閣僚級会合及び関連事業等報 2006 1 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2006/5/23なら男女ＧＥＮＫＩプラン「奈良県男女共同参画計画」 2006 3 文化・教育・くらし創造 男女共同参画課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  生活環境部 2006/5/23中小企業のための金融案内　平成18年度  産業・観光・雇用振興 中小企業課 行政資料 産業経済 金融  2006/5/29農業制度金融のしおり 2006 3 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2006/5/29農業改良資金就農支援資金関係法令通達集 2006 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  2006/5/29青少年が健やかに育つこと　平成18年版 2006 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2006/5/29奈良県青少年海外派遣事業報告書　２００５　アジア・チャレンジ・プロジェクト 2006 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人  福祉部 2006/5/29平成16年サービス業基本調査報告　第1巻　全国編 2006 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調  総務部 2006/5/29平成16年サービス業基本調査報告　第2巻　地域編 2006 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調  総務部 2006/5/29要覧　2004（平成15年度図書館年報） 2004 4 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県立図書館（奈良・橿原） 教育委員会 2006/5/30要覧　2005(平成16年度図書館年報） 2005 4 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県立図書情報館 教育委員会 2006/5/30平成18年度(2006年度)　利用ガイド(生活編) 2006 4 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県青少年野外活動センター 教育委員会 2006/5/30「さぼう」ってなぁに？　砂防副読本 2006 3 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 治山・治水 ＮＰＯ法人砂防広報センター 土木部 2006/5/30統計調査総覧　国（府省等）編　平成14年 2004 1 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2006/5/31統計調査総覧　地方公共団体（都道府県・市）編　平成14年 2004 1 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2006/5/31統計調査総覧　国（府省等）編　平成15年 2005 1 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2006/5/31統計調査総覧　地方公共団体（都道府県・市）編　平成15年 2005 1 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2006/5/31第92回　大阪市統計書　平成16年版 2005 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2006/5/31統計情報インデックス　2006 2006 4 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等  総務部 2006/5/31静岡県勢要覧　平成16年度 2005 3 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2006/5/31



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日滋賀県勢要覧　平成17年版 2005 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 滋賀県 2006/5/31統計でみる府民のくらし　平成15年度 2004 3 都道府県 京都府 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/5/31神奈川県勢要覧　平成16年度版 2005 3 都道府県 神奈川県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/5/31いわて統計白書２００５　グラフでみる夢県土いわて 2005 3 都道府県 岩手県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/5/31平成18年度　要覧（奈良県社会教育センター） 2006 5 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 教育一般 奈良県社会教育センター 2006/5/31奈良県の水道概要　平成16年度版  文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2006/5/31生涯学習推進指導者養成研修　研修集録　平成16年度 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県社会教育センター 2006/5/31青少年教育関係資料～講演集録・法令答申等～ 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県社会教育センター 2006/5/31平成17年度子どもの居場所づくり推進研修－研修集録－ 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県子どもの居場所づくり運営協議会・奈良県社会教育センター 2006/5/31奈良県の商業　―卸売業・小売業―（商業統計調査奈良県結果報告書）平成16年 2006 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2006/6/1平成18年度福祉部　福祉部こども家庭局　事業の概 2006 4 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般  福祉部 2006/6/2（平成12年国勢調査編集・解説シリーズNO9）人口移 2004 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2006/6/5２００５年農林業センサス　農林業経営体調査　結果報告書 2006 3 都道府県 新潟県 統計資料 農業 農林業センサス 新潟県総合政策部統計課 総務部 2006/6/8２００５年農林業センサス　農林業経営体調査　結果概要 2006 5 都道府県 新潟県 統計資料 農業 農林業センサス 新潟県総務管理部統計課 総務部 2006/6/8平成17年国勢調査　調査結果の利用案内 2006 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/6/8住民基本台帳人口移動報告年報　平成17年 2006 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2006/6/8（平成12年国勢調査編集・解説シリーズNO7）高齢人口と高齢者のいる世帯 2004 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/6/8（平成12年国勢調査編集･解説シリーズNo8）通勤・通学人口及び昼間人口 2004 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/6/8平成12年国勢調査最終報告書　日本の人口（解説 2005 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/6/8平成12年国勢調査最終報告書　日本の人口（資料 2005 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/6/8日本長期統計総覧　第１巻 2006 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 日本統計協会 総務部 2006/6/8日本長期統計総覧　第２巻 2006 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 日本統計協会 総務部 2006/6/8平成１７年度　業務報告書 2006 9 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 治安 財団法人　奈良県暴力団追放県民センター 2006/6/9平成１８年度　事業計画書 2006 6 その他 その他団体等 行政資料 防災・防犯 治安 財団法人　奈良県暴力団追放県民センター 2006/6/9奈良県水防計画　平成１７年度  県土マネジメント部 河川課 行政資料 防災・防犯 治山・治水  2006/6/13くらしの豆知識　2004年版 2003 10 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 食品・生活相談センター 福祉部 2006/6/13くらしの豆知識　2005年版 2004 10 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 食品・生活相談センター 福祉部 2006/6/13くらしの豆知識　2006年版 2005 9 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 食品・生活相談センター 福祉部 2006/6/13



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日消費生活　ア・ラ・カルト　№32 2005 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 食品・生活相談センター 福祉部 2006/6/13消費生活　ア・ラ・カルト　№33 2006 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 食品・生活相談センター 福祉部 2006/6/13生活科学センター事業実績　平成15年度  文化・教育・くらし創造 食品・生活相談セン 行政資料 生活文化 消費生活 生活科学センター 福祉部 2006/6/13食品・生活相談センター事業実績　平成16年度  文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 食品・生活相談センター 福祉部 2006/6/13「食の安全・安心について」の調査報告書 2005 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 食品・生活相談センター 福祉部 2006/6/13「消費者問題について」の調査報告書 2006 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 食品・生活相談センター 福祉部 2006/6/13平成18年2月　第278回定例奈良県議会会議録 2006 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2006/6/19研究紀要　第八号 2002 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26研究紀要　第九号 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26研究紀要　第十号 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26研究紀要　第十一号 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26研究紀要　第十二号 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26奈良県同和問題関係史料第7集「大和国宇陀郡岩崎村関係史料」 2002 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26奈良県同和問題関係史料第8集「大和国葛下郡東山村関係史料」 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26奈良県同和問題関係史料第9集「大和国高市郡洞村関係史料」 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26奈良県同和問題関係史料第10集「大和国中世被差別民関係資料」 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26奈良県同和問題関係史料第11集「初期奈良県水平社関係資料」 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26部落史学習の深化をめざして－平成13年度部落史学習講座のまとめ－ 2002 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26部落史学習の深化をめざして－平成14年度部落史学習講座のまとめ－ 2003 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26部落史学習の深化をめざして－平成15年度部落史学習講座のまとめ－ 2004 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2006/6/26第２７９回　定例県議会提出 2007 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2006/6/29奈良県出資法人（平成17年度業務報告・平成18年度事業計画） 2006 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2006/6/29我が国の人口動態　平成18年 2006 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30グラフでみる世帯の状況　平成18年 2006 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態保健所・市区町村別統計　人口動態統計特殊報告　平成10年～平成14年 2004 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日地域保健医療基礎統計　2005年 2007 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30介護サービス施設・事業所調査　平成16年 2006 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30医療施設調査（動態調査）病院報告－上巻（全国編）－平成15年 2005 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30医療施設調査（動態調査）病院報告－下巻（全国編）－平成15年 2005 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30医療施設調査（動態調査）病院報告－上巻（全国編）－平成16年 2006 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30医療施設調査（動態調査）病院報告－下巻（全国編）－平成16年 2006 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30医師・歯科医師・薬剤師調査　平成16年 2006 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30出生に関する統計　人口動態統計特殊報告　平成17年度 2006 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態統計　上巻　平成13年 2003 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態統計　中巻　平成13年 2003 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態統計　下巻　平成13年 2003 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態統計　上巻　平成14年 2004 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態統計　中巻　平成14年 2004 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態統計　下巻　平成14年 2004 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態統計　上巻　平成15年 2005 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態統計　中巻　平成15年 2005 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態統計　下巻　平成15年 2005 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態統計　上巻　平成16年 2006 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態統計　中巻　平成16年 2006 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30人口動態統計　下巻　平成16年 2006 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2006/6/30統計グラフでみる奈良県　平成17年度版  総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県総務部統計課 総務部 2006/6/30札幌市統計書　平成17年版 2006 3 都道府県 北海道 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 札幌市 総務部 2006/7/5小売物価統計調査年報　平成17年 2006 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2006/7/5商業販売統計年報　平成17年 2006 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2006/7/5



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県過疎地域自立促進方針（後期）　奈良県過疎地域自立促進計画（後期）市町村合併変更分平成１８ 2006 1 総務部 総合政策課 行政資料 建設 地域開発  2006/7/6保育所給食の手引き 2006 2 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 こども家庭課 2006/7/7出会いのラブ・ストーリー 2006 6 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  福祉部 2006/7/7奈良県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画 2006 3 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  2006/7/7奈良県ひとり親家庭等の自立支援プラン 2006 5 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  2006/7/7業務年報　平成16年度 2005 12 福祉医療部 総合リハビリテーションセンター 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2006/7/7「平城寮」・「筒井寮」50年間の記録 2006 3 文化・教育・くらし創造 筒井療 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2006/7/7ろうせいハンドブック　平成17年度版 2005 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2006/7/7ろうせいハンドブック　（平成18年度版） 2006 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  商工労働部 2006/7/7企業と人権　２００６年版 2006 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  2006/7/7絵だより　2006（平成1８年度・主要プロジェクトのご紹 2006 4 総務部 総合政策課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/7/7平成１８年度　奈良県予算　話題１００選 2006 4 総務部 総合政策課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/7/7お答えします！2006奈良県政Ｑ＆Ａ 2006 4 総務部 総合政策課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/7/7飼料作物奨励品種と栽培の手引き 2006 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  2006/7/11市場年報　平成13年度 2002 8 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産  県関係機関 2006/7/11市場年報　平成15年度 2004 7 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産  県関係機関 2006/7/11奈良県畜産技術センター研究報告　第29号（平成１４ 2003 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2006/7/11奈良県畜産技術センター研究報告　第32号（平成１７ 2006 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産  2006/7/11奈良医学雑誌　第５７巻第２・３号 (Journal of NaraMedical Association) 2006 6 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2006/7/13２００５年農林業センサスからみた栃木県の農林業 2006 3 都道府県 栃木県 統計資料 農業 農林業センサス 栃木県企画部統計課 総務部 2006/7/14平成16年　工業統計調査　産業細分類別統計表　（経済産業別・都道府県別） 2006 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2006/7/20卸売市場の概要　平成１８年６月 2006 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県中央卸売市場 農林部 2006/7/21国民健康保険及び老人保健(医療)事業状況　平成１６年度 2006 7 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険 奈良県福祉部保険福祉課 福祉部 2006/7/21県議会時報なら（平成1８年２月定例県議会）№２２６ 2006 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2006/7/242006大切にしたい奈良県の野生動植物 2006 3 水循環・森林・景観環境部 森林保全課 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農林部森林保全課奈良県議会議員（橿原市選挙区）補欠選挙の記録 2006 7 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  その他委員会など 2006/7/26衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査の記録（平成17年9月11日執行） 2006 7 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  その他委員会など 2006/7/26空間情報カタログシステムの構築 2006 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)統計情報研究開発センター 2006/7/26家計調査年報　平成１７年　＜家計収支編＞ 2006 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2006/7/26統計実務基礎知識　平成１７年度版 2005 4 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 財団法人　全国統計協会連合会 2006/7/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日社会教育調査中間報告　平成１７年度 2006 7 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省生涯学習政策局 2006/7/27業務概要　平成18年度 2006 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記 統計課 総務部 2006/7/27奈良県児童生徒の体力テスト調査報告書　平成１６年 2005 4 教育委員会 教委保健体育課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2006/8/2奈良県児童生徒の体力テスト調査報告書　平成１７年 2006 4 教育委員会 教委保健体育課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2006/8/2統計でみる市区町村のすがた　2006 2006 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般 総務省統計局 2006/8/2奈良県森林技術センター研究報告　第35号 2006 3 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2006/8/7奈良県農業技術センター研究報告　第37号 2006 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2006/8/7奈良県農業技術センター業務年報　平成17年度 2006 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2006/8/7業務報告　平成17年度 2006 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2006/8/7奈良県農林部事業の概要　平成１８年度 2006 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般 農政課 2006/8/8福岡県地域史研究 2006 4 都道府県 福岡県 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史 福岡県 2006/8/9奈良県勢要覧　2006 2006 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 統計課 総務部 2006/8/9消費動向調査年報　平成１８年版 2006 8 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2006/8/15学校基本数一覧表　平成18年度 2006 5 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2006/8/15心に響く道徳教育の広がりを求めて～奈良県道徳教育推進指導資料～ 2006 3 その他 その他団体等 行政資料 教育 学校教育 奈良県道徳教育振興会議 2006/8/29市場年報　平成１７年度 2006 7 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (財)奈良県食肉公社 2006/9/1茨城県勢要覧 2000 3 都道府県 茨城県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  2006/9/4平成１９年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成１８年７月 2006 7 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/9/4奈良県立医科大学概要　平成１８年度 2006 9 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2006/9/6住みよい福祉のまちづくり施設賞　第8回　表彰施設作品集 2005 6 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 都市計画  土木部 2006/9/7わが家の耐震診断ガイドブック　あなたの住まいは大丈夫？ 2005 1 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 建築・住宅  土木部 2006/9/7STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2006 2006 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/9/8統計六法　平成17年版 2005 2 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)全国統計協会連合会 総務部 2006/9/8統計局・政策統括官（統計基準担当）・統計研修所 2006 8 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記  総務部 2006/9/8家計調査年報　平成１７年　＜貯蓄・負債編＞ 2006 8 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2006/9/20平成18年8月　第279回　定例奈良県議会会議録 2006 4 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2006/9/20統計基準年報　平成17年度 2006 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等 総務省 総務部 2006/9/26奈良県立病院概要　第27号　平成18年度 2006 9 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2006/9/27主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成17年度 2006 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2006/9/28奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成17年度 2006 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2006/9/28第２８１回　定例県議会提出 2007 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2006/9/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日統計関係法規集　平成１８年９月 2006 9 国関係機関 文部科学省 統計資料 総記(統計) 統計総記 文部科学省 総務部 2006/10/2平成１７年工業統計速報 2006 9 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 経済産業省経済産業政策局 総務部 2006/10/6障害児教育諸学校の適正化について 2004 9 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 教育一般 障害児教育諸学校適正化推進委員会事務局 教育委員会 2006/10/6奈良県の障害児教育　平成１７年度 2005 4 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 教育一般 教育委員会学校教育課 教育委員会 2006/10/6奈良県の特別支援教育　平成１８年度 2006 10 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 教育一般 奈良県立教育研究所 教育委員会 2006/10/6平成13年版　統計ハンドブック 2001 8 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2006/10/10平成16年版　統計ハンドブック 2004 8 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2006/10/10100の指標からみた和歌山　平成15度 2003 4 都道府県 和歌山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2006/10/10100の指標からみた和歌山　平成16度 2004 4 都道府県 和歌山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2006/10/10岡山県、こんな県です。平成16年度 2004 3 都道府県 岡山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2006/10/10岡山県、こんな県です。平成17年度 2005 3 都道府県 岡山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2006/10/10101の指標からみた岡山県　平成14年度版 2003 3 都道府県 岡山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2006/10/10平成17年版　統計ハンドブック 2005 8 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2006/10/10100の指標　統計からみた富山　平成14年度版 2003 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/10/10100の指標　統計からみた富山　平成15年度版 2003 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/10/10100の指標　統計からみた富山　平成16年度版 2005 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/10/10統計でみる徳島（OUR TOKUSHIMA）2001 2002 3 都道府県 徳島県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/10/10統計でみる徳島（OUR TOKUSHIMA）2002 2003 3 都道府県 徳島県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/10/10統計でみる徳島（OUR TOKUSHIMA）2003 2004 3 都道府県 徳島県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/10/10図説にいがた　新潟発　活力にあふれた地域づくり 1999 3 都道府県 新潟県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2006/10/10社会指標　平成12年版 2000 3 都道府県 福井県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/10/10社会指標　平成15年版 2003 3 都道府県 福井県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/10/10平成12年度版　経済白書 2001 3 都道府県 北海道 行政資料 産業経済 経済政策  総務部 2006/10/10あいちの経済　平成12年 2001 3 都道府県 愛知県 行政資料 産業経済 産業経済一般  総務部 2006/10/10あいちの経済　平成11年 2000 3 都道府県 愛知県 行政資料 産業経済 産業経済一般  総務部 2006/10/10あいちの経済　平成13年 2002 3 都道府県 愛知県 行政資料 産業経済 産業経済一般  総務部 2006/10/10なにわの経済データ 2003 10 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/10/10あいち県勢要覧　２００４  都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 愛知県統計協会 総務部 2006/10/12経済指標のかんどころ　２００１年 2001 3 都道府県 富山県 統計資料 経済 経済一般 富山県統計協会 総務部 2006/10/12経済指標のかんどころ　２００２年 2002 12 都道府県 富山県 統計資料 経済 経済一般 富山県統計協会 総務部 2006/10/12大阪市勢要覧　平成16年版 2005 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) その他統計資料 大阪市 総務部 2006/10/12静岡県のすがた　2005 2005 6 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 静岡県 総務部 2006/10/12ぎふ県勢要覧　２００３ 2003 1 都道府県 岐阜県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 岐阜県 総務部 2006/10/12統計でみる府民のくらし　平成16年度 2005 3 都道府県 京都府 統計資料 総記(統計) その他統計資料 京都府 総務部 2006/10/12島根県勢要覧　平成15年版 2003 7 都道府県 島根県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 島根県統計協会 総務部 2006/10/12島根県勢要覧　平成16年版 2004 7 都道府県 島根県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 島根県統計協会 総務部 2006/10/12島根県勢要覧　平成17年版 2005 10 都道府県 島根県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 島根県統計協会 総務部 2006/10/12県勢ダイジェスト　平成16年度 2005 3 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 山梨県 総務部 2006/10/12高知県のすがた2005 2005 都道府県 高知県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 高知県 総務部 2006/10/122005みやぎのすがた　宮城県勢要覧 2005 都道府県 宮城県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 宮城県 総務部 2006/10/12統計要覧2002 2001 12 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 日本政策投資銀 総務部 2006/10/12富山がわかる本 2000 8 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 富山県 総務部 2006/10/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日鳥取県勢要覧　平成17年版 2005 都道府県 鳥取県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2006/10/16平成16年サービス業基本調査報告　第3巻　解説編 2006 9 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調  総務部 2006/10/16職員の給与等に関する報告及び勧告（平成18年10月） 2006 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2006/10/17奈良県病院事業費特別会計決算書　平成17年度 2006 福祉医療部 健康安全局医大・病院課 行政資料 税・財政 予算・決算  2006/10/17奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成17年度 2006 7 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  2006/10/17平成１８年７月　第２８０回臨時奈良県議会会議録 2006 10 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務 2006/10/19平成17年国勢調査　抽出速報集計結果 2006 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/10/23保健所事業概況　平成16年度版 2005 12 福祉医療部 郡山保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2006/10/26奈良県歳入歳出決算報告書　平成17年度 2006 10 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  出納局 2006/10/27一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成17年度 2006 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算  2006/10/30平成17年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2006 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産  出納局 2006/10/30平成17年工業統計調査結果速報 2006 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 統計課 総務部 2006/11/1奈良県中小企業の現況　平成17年10月 2005 10 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2006/11/9個人企業経済調査報告（構造編）　平成17年 2006 9 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2006/11/14社会教育調査報告書　平成17年度 2006 10 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2006/11/14奈良県・指定文化財目録 2006 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2006/11/16JAPAN in Fingures 2007 2006 10 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2006/11/21平成１９年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成１８年１１月 2006 11 総務部 知事公室総合調整室 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2006/11/21平成１７年基準　消費者物価接続指数総覧 2006 10 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費  2006/11/21北山・十津川地域森林計画書（北山・十津川森林計画区） 2006 4 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  2006/11/21消費者物価指数のしくみと見方－平成１７年基準消費者物価指数－ 2006 11 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2006/11/24日本長期統計総覧　第３巻 2006 9 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)日本統計協会 総務部 2006/11/24県議会時報なら（平成１８年６月定例県議会、平成１８年７月臨時県議会）№227 2006 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2006/11/24奈良医学雑誌　第５７巻第４・５号 (Journal of NaraMedical Association) 2006 10 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2006/11/28平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　06　山形県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/11/28平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　30　和歌山県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/11/28平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　32　島根県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/11/28平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　36　徳島県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/11/28平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　37　香川県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/11/28平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　41　佐賀県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2006/11/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日第２８１回定例奈良県議会会議録 2006 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2006/11/29環境調査報告書（水質編）平成17年度 2006 12 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2006/12/8平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　07　福島県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 2006/12/12平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　22　静岡県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 2006/12/12平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　28　兵庫県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 2006/12/12平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　33　岡山県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 2006/12/12平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　42　長崎県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 2006/12/12平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　44　大分県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 2006/12/12平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　46　鹿児島県 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 2006/12/12産業活動分析　平成１７年年間回顧 2006 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2006/12/12産業活動分析　平成１８年１～３月期 2006 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2006/12/12産業活動分析　平成１８年４～６月期 2006 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2006/12/12産業活動分析　平成１８年７～９月期 2006 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2006/12/12住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢別人口（平成18年10月1日現在） 2006 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2006/12/13統計でみる日本　2007年版 2006 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）日本統計協 総務部 2007/1/4平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　03　岩手県 2006 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/4平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　05　秋田県 2006 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/4平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　19　山梨県 2006 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/4平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　24　三重県 2006 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/4平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　25　滋賀県 2006 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/4平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　31　鳥取県 2006 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/4平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　39　高知県 2006 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/4平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　45　宮崎県 2006 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/4平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　02　青森県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/23平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　08　茨城県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/23平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　29　奈良県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．１　グラフでみる我が国の人口 2006 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/23行政文書開示制度の運用状況・個人情報の開示等の実施状況 2007 1 総務部 総務課 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 総務課 総務部 2015/7/28平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　12　千葉県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/30平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　16　富山県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/30平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　18　福井県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/30平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　43　熊本県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/30平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　47　沖縄県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/1/30平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　01　北海道(第１冊分) 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/2平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　01　北海道(第２冊分) 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/2平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　10　群馬県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/2平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　13　東京 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/2平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　15　新潟県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/2平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　21　岐阜県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/2平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　26　京都府 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/2平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　38　愛媛県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/2平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　34　広島県 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/2平成17年国勢調査　全国・都道府県・市町村別人口及び世帯数(確定数) 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/2奈良県税務統計　平成17年度 2006 12 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2007/2/2消防防災年報　平成17年版 2006 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  2007/2/2第52回　群馬県統計年鑑　平成18年刊行 2006 9 都道府県 群馬県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部平成１８年１２月第２８２回定例奈良県議会会議録 2007 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局 その他委員会など 2007/2/20平成19年度奈良県立高等学校特色選抜学力検査問 2007 2 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  2007/2/23県議会時報なら（平成１８年９月定例県議会）No.２２８ 2007 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県県議会事務局 その他委員会など 2007/2/23第２８３回　定例県議会提出 2007 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/2/23平成19年度一般会計特別会計予算案の概要 2007 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2007/2/23（第283回定例県議会提出）平成19年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2007 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/2/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査報告　第2巻　その1　全国編 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/27平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　04　宮城県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/27平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　09　栃木県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/27平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　11　埼玉県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/27平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　14　神奈川県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/27平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　17　石川県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/27平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　20　長野県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/27平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　23　愛知県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/27平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　27　大阪府 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/27平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　35　山口県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/27平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　40　福岡県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/2/27第２８２回　定例県議会提出 2006 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/2/28平成17年国勢調査報告　第1巻　人口総数 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/2平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　06　山形県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/2平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　31　鳥取県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/2平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　39　高知県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/2平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　45　宮崎県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/2日本長期統計総覧　第４巻 2006 12 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)日本統計協会 総務部 2007/3/2奈良県中小企業団体名簿（平成18年12月1日現在） 2007 3 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2007/3/5奈良医学雑誌　第５８巻第１号 (Journal of NaraMedical Association) 2007 2 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2007/3/9産業活動分析　平成１８年年間回顧 2007 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2007/3/12平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　02　青森県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/14平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　10　群馬県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/14平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　12　千葉県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/14平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　20　長野県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/14平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　28　兵庫県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/14



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　34　広島県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/14平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　35　山口県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/14平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　38　愛媛県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/14社会生活統計指標（都道府県の指標）2007 2007 1 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2007/3/22統計でみる都道府県のすがた2007 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2007/3/22工業統計調査　産業分類接続表・商品分類新旧対応表（昭和４２年、４７年、６０年、平成６年、１１年、１４ 2004 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  2007/3/26海上保安レポート　2006 2006 5 国関係機関 海上保安庁 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 独立行政法人国立印刷局 2007/3/26土地白書　平成18年版 2006 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 独立行政法人国立印刷局 2007/3/26労働経済白書　平成18年版 2006 8 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 独立行政法人国立印刷局 2007/3/26情報通信白書　平成17年版 2005 6 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信 株式会社ぎょうせい原子力安全白書　平成17年版 2006 4 国関係機関 その他の政府関係機関 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 独立行政法人国立印刷局 2007/3/26情報通信白書　平成18年版 2006 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信 株式会社ぎょうせい森林・林業白書(索引付き)　平成18年版 2006 6 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 （社）日本林業協 2007/3/26文部科学白書　平成17年度 2006 3 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般 独立行政法人国立印刷局 2007/3/26日本の防衛　防衛白書　平成17年版　より危機に強い自衛隊を目指して 2005 8 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般 株式会社ぎょうせい 2007/3/26都市交通年報　平成17年版 2006 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2007/3/26食料需給表 2006 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 （財）農林統計協会 2007/3/27行政投資 2006 6 その他 その他団体等 統計資料 行財政 財政(統計) （財）地方財務協 2007/3/27国民医療費　平成16年度 2006 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 2007/3/27平成１６年簡易生命表 2005 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 2007/3/27平成16年度　社会福祉行政業務報告 2006 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) (財)厚生統計協会 2007/3/27平成１６年度全国観光動向－都道府県別観光地入込客統計－ 2006 11 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人　日本観光協会 2007/3/27ジェンダー白書４　女性と少子化 2006 6 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2007/3/27国土交通白書　2006 2006 4 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般 国土交通省 2007/3/27中小企業白書（2006年版） 2006 5 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般  2007/3/27観光の実態と志向　第２４回国民の観光に関する動向調査　平成１７年度版 2006 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 (財)日本観光協会 2007/3/27住民基本台帳人口要覧　平成１８年版 2006 7 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会 2007/3/27住民基本台帳人口要覧　平成１７年版 2005 7 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会 2007/3/27交通安全白書　平成18年版 2006 6 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全 内閣府 2007/3/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日厚生統計要覧　平成17年度 2006 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)厚生統計協会 2007/3/27国会便覧（平成18年8月新版）119版 2006 10 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 （有）日本政経新聞社 2007/3/27労働統計要覧　平成17年度 2006 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 独立行政法人国立印刷局 2007/3/27道路行政　平成17年度 2006 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 道路 全国道路利用者会議 2007/3/27老人福祉のてびき　平成17年度版 2005 12 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 （財）長寿社会開発センター 2007/3/27社会保障年鑑　2006年版 2007 4 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 社会保険 健康保険組合連合会 2007/3/27地球環境データブック 2006-07 2007 2 その他 その他団体等 行政資料 環境 環境保全一般 ㈱ワールドウォッチジャパン 2007/3/27環境・リサイクル施策データブック 2006～国･自治体の「環境」･「エネルギー」･「バイオマス」関連施策等～ 2006 6 その他 その他団体等 行政資料 環境 環境保全一般 （有）オフィスゼロ 2007/3/27警察白書　平成18年版 2006 8 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 ㈱ぎょうせい 2007/3/27日本の防衛　防衛白書　平成18年版　未来に向けた確かな安全保障のために 2006 8 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般 ㈱ぎょうせい 2007/3/27犯罪白書　平成18年版 2006 11 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 独立行政法人国立印刷局 2007/3/27読売年鑑　2006年版 2006 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2007/3/27読売年鑑　2006年版　別冊　分野別人名録 2006 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2007/3/27平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　18　福井県 2007 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/3/29奈良県の工業（平成17年工業統計調査結果報告書） 2007 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 統計課 総務部 2007/3/29奈良県推計人口年報　平成18年10月1日 2007 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 統計課 総務部 2007/3/29解説　2005年農林業センサス 2007 2 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2007/3/29消費者物価指数年報　平成１８年 2007 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 物価  2007/4/3平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　44　大分県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/4/3平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　46　鹿児島県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/4/3平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　33　岡山県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/4/3平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　36　徳島県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/4/3平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　37　香川県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/4/3平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　41　佐賀県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/4/3平成１８年度　学校保健統計調査報告書 2007 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2007/4/3文部科学統計要覧　　平成19年版（2007） 2007 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2007/4/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　04　宮城県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/4/3平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　16　富山県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/4/3平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　19　山梨県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/4/3平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　23　愛知県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/4/3平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　26　京都府 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/4/3平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　25　滋賀県 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/4/3平成19年地価公示 2007 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2007/4/6生駒市統計書（平成14年版） 2002 3 奈良県市町村 生駒市 統計資料 総記(統計) その他統計資料 生駒市 総務部 2007/4/9第５４次　奈良農林水産統計年報 2007 3 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 奈良農林統計協会 総務部 2007/4/13県議会時報なら（平成１８年１２月定例県議会）　ＮＯ．２２９ 2007 4 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2007/4/17平成17年　工業統計表　産業編　(概要版) 2007 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 (財)経済産業調査会 総務部 2007/4/18橿原市情報公開制度・個人情報保護制度　平成18年度　運用状況報告書 2007 4 奈良県市町村 橿原市 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 橿原市情報公開室 総務部 2007/4/182005年農林業センサス　第2巻　農林業経営体調査報告書（総括編） 2007 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス  2007/4/19200５年農林業センサス第３巻　農林業経営体調査報告書－農林業経営体分類編－ 2007 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2007/4/19200５年農林業センサス第４巻　農林業経営体調査報告書－農業経営部門別編－第１集 2007 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2007/4/19200５年農林業センサス第４巻　農林業経営体調査報告書－農業経営部門別編－第２集 2007 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2007/4/19200５年農林業センサス第４巻　農林業経営体調査報告書－農業経営部門別編－第３集 2007 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2007/4/192005年農林業センサス第５巻　農林業経営体調査報告書－種類別統計編 2007 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2007/4/192005年農林業センサス第７巻　農山村地域調査及び農村集落調査報告書 2007 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2007/4/192005年農林業センサス第８巻　農業集落類型別統計報告書 2007 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2007/4/19県勢ダイジェスト　平成17年度 2006 3 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 山梨県 総務部 2007/4/20ぎふ県勢要覧　２００５ 2005 1 都道府県 岐阜県 統計資料 総記(統計) 統計総記 岐阜県 2007/4/20高知県のすがた2006 2006 都道府県 高知県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 高知県 総務部 2007/4/20静岡県勢要覧　平成17年度 2006 7 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 静岡県 2007/4/20あいち県勢要覧　２００６  都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 愛知県統計協会 総務部 2007/4/20滋賀県勢要覧　平成18年版 2006 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 滋賀県 2007/4/20いわて統計白書２００６　グラフでみる夢県土いわて 2006 3 都道府県 岩手県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2007/4/20秋田県勢要覧　平成17年版 2005 12 都道府県 秋田県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2007/4/20



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日統計でみる府民のくらし　平成17年度 2006 3 都道府県 京都府 統計資料 総記(統計) その他統計資料 京都府 総務部 2007/4/20徳島県勢一覧　2006年版  都道府県 徳島県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2007/4/20統計からみたやまなし　平成１６年度 2005 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2007/4/20統計からみたやまなし　平成１７年度 2006 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2007/4/20統計でみるいしかわ　平成１８年 2006 3 都道府県 石川県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2007/4/20いまくまもとは  都道府県 熊本県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2007/4/20長崎県勢要覧　平成1７年版 2006 2 都道府県 長崎県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2007/4/20平成１８年度奈良県市町村要覧 2007 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2007/4/242000年世界農林業センサス　別巻　総合索引書 2002 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 財団法人農林統計協会 総務部 2007/4/27農業センサス累年統計書（明治３７年～平成１２年） 2003 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス 財団法人農林統計協会 2007/4/27統計グラフでみる奈良県　平成18年度版 2007 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県総務部統計課 総務部 2007/5/8ＪＮＴＯ訪日外客訪問地調査　２００４－２００５ 2006 2 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光  2007/5/9環境調査報告書（ダイオキシン類編）　　平成17年度 2007 11 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  2007/5/9環境調査報告書（大気編）平成17年度 2007 2 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  2007/5/9神奈川県勢要覧　平成17年度版 2006 3 都道府県 神奈川県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2007/5/14奈良県農林部事業の概要　平成１９年度 2007 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般 農政課 農林部 2007/5/15100の指標からみた奈良県勢　平成19年版 2007 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2007/5/17農林業センサスデータでみるなら農林業アップ\'S 2007 3 国関係機関 近畿農政局 統計資料 農業 農林業センサス 近畿農政局奈良農政事務所 総務部 2007/5/172005年農林業センサス付帯調査農村集落調査結果概要（奈良県） 2007 3 国関係機関 近畿農政局 統計資料 農業 農林業センサス 近畿農政局奈良農政事務所 総務部 2007/5/172005年農林業センサス農山村地域調査結果概要奈良県 2007 3 国関係機関 近畿農政局 統計資料 農業 農林業センサス 近畿農政局奈良農政事務所 総務部 2007/5/17奈良県議会時報（特集）県会議員名簿　2007 2007 5 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  その他委員会など 2007/5/22奈良県労働委員会5年誌（平成13年1月～平成17年12月）平成18年刊 2006 10 その他委員会など 資源調整課 行政資料 労働 労働一般 労働委員会 2007/5/23屋外広告物関係法令集 2006 3 水循環・森林・景観環境部 風致保全課 行政資料 建設 都市計画  生活環境部 2007/5/23親学サポートブック－思春期の子どもをもつ保護者のために－ 2007 3 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 教育 教育一般 奈良県立教育研究所 教育委員会 2007/5/23第２８４回　定例県議会提出 2007 5 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/5/24研究紀要　第11集 2007 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2007/5/28研究紀要　第12集 2007 4 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2007/5/28ろうせいハンドブック　（平成19年度版） 2007 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般 雇用労政課 商工労働部 2007/5/29奈良県中小企業の現況　平成18年12月 2006 12 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2007/5/29第8次奈良県職業能力開発計画（平成18年度～22年 2006 9 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 能力開発  2007/5/29事業概要　平成18年度 2006 産業・観光・雇用振興 高等技術専門校 行政資料 労働 能力開発  商工労働部 2007/5/29企業と人権　２００７年版 2007 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  2007/5/29



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日商工労働部主要施策の概要　平成16年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2007/5/29商工労働部主要施策の概要　平成17年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2007/5/29商工労働部主要施策の概要　平成18年度  産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2007/5/29商工労働部主要施策の概要　平成19年度 2007 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2007/5/29犯罪統計書　平成17年版  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2007/5/29少年非行等の概況（平成17年中）  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2007/5/29農業近代化資金等関係法規集　平成19年2月 2007 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2007/5/29農業制度金融のしおり　平成19年4月 2007 4 食と農の振興部 農業経営課 行政資料 農林水産 農業経済  農林部 2007/5/29やまとユニバーサルデザイン推進指針 2007 3 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般 福祉政策課 2007/5/29平成19年度福祉部　福祉部こども家庭局　事業の概 2007 4 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般  福祉部 2007/5/29奈良県障害福祉計画　第１期　概要版 2007 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2007/5/29奈良県障害福祉計画　第１期 2007 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2007/5/29中小企業のための金融案内　平成19年度 2007 産業・観光・雇用振興 金融・商業振興課 行政資料 産業経済 金融  2007/5/29近畿都市統計要覧　平成18年度 2007 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 近畿市長会 総務部 2007/5/29平成17年国勢調査　奈良県市町村・町丁字別人口一 2007 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/5/29人口動態統計　上巻　平成17年 2007 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2007/5/30医療施設調査（静態調査・動態調査）病院報告－上巻（全国編）－平成17年 2007 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2007/5/30医療施設調査（静態調査・動態調査）病院報告－下巻（都道府県編）平成17年 2007 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2007/5/30くらしの豆知識　2007年版 2007 4 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 奈良県食品・生活相談エンター 福祉部 2007/5/31食品・生活相談センター事業実績　平成17年度 2007 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 食品・生活相談センター 福祉部 2007/5/31「健康食遺品について」の調査報告書 2007 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 食品・生活相談センター 福祉部 2007/5/31消費生活　ア・ラ・カルト　№34 2007 3 文化・教育・くらし創造部 食品・生活相談センター 行政資料 生活文化 消費生活 食品・生活相談センター 福祉部 2007/5/31業務年報　平成17年度 2006 12 福祉医療部 総合リハビリテーションセンター 行政資料 社会福祉 障害者福祉 総合リハビリテーションセンター 福祉部 2007/5/31自主研究グループ活動報告書　平成１１年度～１４年  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  総務部 2007/5/31政策研究報告書　平成１１～１８年度  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  総務部 2007/5/31奈良県交通安全実施計画　平成18年度 2007 5 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全 奈良県交通安全対策会議 生活環境部 2007/5/31第８次奈良県交通安全計画（平成18年度～平成22年度） 2007 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全 奈良県交通安全対策会議 生活環境部 2007/5/31奈良県の水道概要　平成17年度版  水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2007/6/1奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成18年3月31日現在） 2006 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2007/6/5飼料作物奨励品種と栽培の手引き 2007 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  2007/6/5奈良県畜産技術センター研究報告　第3３号（平成１８年） 2007 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産 奈良県畜産技術センター 農林部 2007/6/5平成１9年2月第２８３回定例奈良県議会会議録 2007 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局 その他委員会など 2007/6/5奈良の砂防 2006 3 県土マネジメント部 砂防課 行政資料 防災・防犯 消防・防災 奈良県土木部砂防課 土木部 2007/6/5



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日消防年報　平成１８年度 2007 総務部 知事公室消防救急課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2007/6/6地域農業とむらの活性化をはかるための農業改良普及指導計画書　平成19年度  食と農の振興部 東部農林振興事務所 行政資料 農林水産 農林水産一般  2007/6/6大和・木津川地域森林計画の変更計画書（大和・木津川森林計画区） 2007 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/6/6吉野地域森林計画の変更計画書（吉野森林計画区） 2007 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/6/6北山・十津川地域森林計画の変更計画書（北山・十津川森林計画区） 2007 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/6/6平成18年度　林業普及指導事業活動報告書 2007 3 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/6/6奈良県林業統計　平成16年度 2006 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2007/6/6奈良県林業統計　平成17年度 2007 1 水循環・森林・景観環境部 林政課 統計資料 林業 林業一般  農林部 2007/6/6県産材使用建築物等事例集 2007 3 水循環・森林・景観環境部 林政課 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/6/6エコな～ら大作戦　私もできるｽﾄｯﾌﾟ温暖化 2007 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  2007/6/7ならｽﾄｯﾌﾟ温暖化アクションプラン 2007 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2007/6/7平成１８年度　公害防止計画実施状況等調査報告書 2007 2 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 その他の公害  2007/6/7土地利用動向調査　平成18年度 2006 12 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  企画部 2007/6/7奈良県耐震改修促進計画 2007 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 建築・住宅 建築課 土木部 2007/6/8産業活動分析　平成１９年１～３月期 2007 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向 経済産業省調査統計部 2007/6/11平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　47　沖縄県 2007 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/11平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　43　熊本県 2007 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/11平成17年国勢調査報告　第３巻　その１　全国編 2007 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/12平成17年国勢調査報告　第３巻　その２　都道府県・市区町村編　05　秋田県 2007 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/12平成17年国勢調査報告　第３巻　その2　都道府県・市区町村編　09　栃木県 2007 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/12平成17年国勢調査報告　第３巻　その2　都道府県・市区町村編　11　埼玉県 2007 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/12平成17年国勢調査報告　第３巻　その2　都道府県・市区町村編　17　石川県 2007 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/12平成17年国勢調査報告　第３巻　その2　都道府県・市区町村編　24　三重県 2007 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/12平成17年国勢調査報告　第３巻　その2　都道府県・市区町村編　29　奈良県 2007 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/12平成17年国勢調査報告　第３巻　その2　都道府県・市区町村編　32　島根県 2007 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査報告　第３巻　その2　都道府県・市区町村編　40　福岡県 2007 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/12平成19年度６月補正予算案の概要 2007 6 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2007/6/14奈良県勢要覧　2007 2007 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 統計課 総務部 2007/6/15奈良県出資法人（平成18年度業務報告・平成19年度事業計画） 2007 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2007/6/20第２８５回　定例県議会提出 2007 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/6/20リサイクルハンドブック２００６ 2007 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2007/6/21平成１８年度奈良県産業廃棄物実態調査報告書（平成１７年度実績） 2007 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2007/6/21廃棄物循環利用と適正処理のための手引書　～ゼロエミッションをめざして 2006 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  生活環境部 2007/6/21要覧　平成21年度 2009 4 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2007/6/22学校評価の手引き　平成18年度　学校評価ｼｽﾃﾑ実践研究に基づく学校評価実践例集 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 教育一般 奈良県立教育研究所 2007/6/22奈良市学校評価の手引き　「学校評価ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」にもとづく学校評価 2007 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 教育 教育一般 奈良市教育委員会 2007/6/22平成18年度　我が国の伝統文化を尊重する教育に関する実践モデル事業　研究紀要 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 教育一般 奈良県立教育研究所 2007/6/22奈良県学校施設耐震化ガイドライン 2007 3 教育委員会 教委総務福利課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  教育委員会 2007/6/22要覧　2006(平成17年度図書館年報） 2006 6 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県立図書情報館 教育委員会 2007/6/22平成19年度(2007年度)　利用ガイド(生活編) 2007 4 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県立青少年野外活動センター 教育委員会 2007/6/22利用ガイド(活動プログラム編) 2007 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県立青少年野外活動センター 教育委員会 2007/6/22学校教育の指導方針　平成17年度 2005 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2007/6/22学校教育の指導方針　平成18年度 2006 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2007/6/22学校教育の指導方針　平成19年度 2007 1 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2007/6/22研究紀要　第十三号 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2007/6/22奈良県同和問題関係史料第12集「大和国葛上郡関係史料」 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 2007/6/22包括外部監査の結果報告書　平成11年度 2000 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22包括外部監査の結果報告書　平成11年度 2000 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22包括外部監査の結果報告書　平成13年度 2002 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22包括外部監査の結果報告書　平成13年度 2002 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22包括外部監査の結果報告書　平成15年度 2004 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22包括外部監査の結果報告書　平成17年度 2006 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22包括外部監査の結果報告書　平成18年度 2007 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22行政監査報告書　平成16年度  その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2007/6/22人口推計年報（平成18年10月1日現在推計人口） 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省統計局 総務部 2007/6/27平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　01　北海道 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　03　岩手県 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/27平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　07　福島県 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/27平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　13　東京都 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/27平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　14　神奈川県 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/27平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　15　新潟県 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/27平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　30　和歌山県 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/6/27国民健康保険及び老人保健事業状況　平成１７年度 2007 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  福祉部 2007/6/29平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　08　茨城県 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/7/2平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　42　長崎県 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/7/2平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　21　岐阜県 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/7/2平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　27　大阪府 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/7/2平成17年国勢調査報告　第3巻　その2　都道府県・市区町村編　22　静岡県 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/7/2平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．４　我が国の人口集中地区 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/7/2平成17年国勢調査　人口集中地区の人口 2007 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/7/2奈良県薬事年報　VOL.54　平成17年10月 2005 10 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2007/7/2奈良県薬事年報　VOL.55　平成18年12月 2006 12 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2007/7/2毒物及び劇物の業務上取扱者の責務 2007 3 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事 薬務課 福祉部 2007/7/2商業販売統計年報　平成18年 2007 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2007/7/2土地改良事業用設計積算単価資料　平成１9年度 2007 7 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2007/7/9県議会時報なら（平成１９年２月定例県議会）Ｎｏ．２３０ 2007 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2007/7/10奈良県農業総合センター業務年報　平成18年度 2007 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2007/7/11試験研究中期運営方針 2007 4 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2007/7/11奈良医学雑誌　第５８巻第２・３号 (Journal of NaraMedical Association) 2007 6 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2007/7/17消費生活協同組合（連合会）実態調査結果表　平成１８年度調査 2007 4 国関係機関 厚生労働省 行政資料 生活文化 消費生活 厚生労働省 2007/7/17奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成19年3月31日現在） 2007 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2007/7/18家計調査年報　平成１8年　＜家計収支編＞ 2007 5 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2007/7/19県内社会福祉施設等一覧（平成19年4月現在） 2007 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 （社福）奈良県社会福祉協議会・奈良県福祉人材セン 2007/7/23少年非行等の概況（平成18年中）  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2007/7/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日卸売市場の概要　平成１９年６月 2007 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県中央卸売市場 農林部 2007/7/27平成17年国勢調査　調査区関係資料利用の手引 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/7/27平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　02 青 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/7/27平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　06 山 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/7/27平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　18 福 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/7/27平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　10 群 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/7/27平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　12 千 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/7/27全国知事・市町村長ファイル 2007-2008 2007 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 社団法人　地方行財政調査会 2007/8/2奈良県交通安全実施計画　平成19年度 2007 7 総務部 交通安全対策室 行政資料 防災・防犯 交通安全 奈良県交通安全対策会議 生活環境部 2007/8/2【内外情勢調査会　知事講演】　「やまと21世紀ビジョン」の出発（平成18年度「豆の木」成長予算） 2006 2 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2007/8/2【内外情勢調査会　知事講演】　輝く未来へバトンをつなぐ（平成19年度「『開眼』手控え予算」） 2007 2 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 税・財政 予算・決算  2007/8/2奈良県森林技術センター研究報告　第36号 2007 3 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/8/3業務報告　平成18年度 2007 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業  農林部 2007/8/3平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　04 宮 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/8平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　16 富 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/8平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　19 山 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/8平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　20 長 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/8平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　28 兵 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/8平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　31 鳥 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/8平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　34 広 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/8平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　39 高 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/8平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　45 宮 2007 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/8福岡県地域史研究　第２４号 2007 8 都道府県 福岡県 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史 福岡県 2007/8/9学校基本数一覧表　平成19年度 2007 5 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2007/8/10奈良県工業技術センター研究報告　№33 2007 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2007/8/10



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日業務報告　平成１８年度 2007 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2007/8/10婚姻に関する統計　人口動態統計特殊報告　平成18年度 2007 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2007/8/10介護サービス施設・事業所調査　平成17年 2007 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2007/8/10人口動態統計　中巻　平成17年 2007 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2007/8/10人口動態統計　下巻　平成17年 2007 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2007/8/10就学前教育の充実をめざして　2006年度 2007 3 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 教育 教育一般 奈良県・奈良県教育委員会 福祉部 2007/8/13世界で一番ハッピーな愛のかたち 2007 8 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県福祉部こども家庭局こども家 福祉部 2007/8/13平成１８年度　子ども支援アドバイザーモデル事業報告書 2007 3 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 奈良県福祉部こども家庭局こども家 福祉部 2007/8/13保育所における食育活動実践事例集 2005 1 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 奈良県福祉部こども家庭局こども家 福祉部 2007/8/13行政機関と独立行政法人等の個人情報保護（総務 2007 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  総務部 2007/8/14住民基本台帳人口移動報告年報　平成18年 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2007/8/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　26 京 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　33　岡 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　35　山 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　36　徳 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　37　香 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　37　愛 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　25　滋 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/8/16川上村昔ばなし 2007 3 奈良県市町村 川上村 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 広報「かわかみ」編集委員会 総務部 2007/8/17教育研修計画　平成19年度 2007 8 食と農の振興部 農業大学校 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生 奈良県農業大学 2007/8/20卒業論文要約集＜第35期生＞ 2007 2 食と農の振興部 農業大学校 行政資料 教育 教育一般 奈良県農業大学 2007/8/20平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　05　秋 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/8/28平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　09　栃 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/8/28平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　11　埼 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/8/28平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　17　石 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/8/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　24　三 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/8/28平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　38　愛 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/8/28平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　41　佐 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/8/28消費動向調査年報　平成１９年版 2007 8 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2007/9/3統計でみる市区町村のすがた　2007 2007 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2007/9/3奈良県バイオマス総合利活用マスタープラン（改訂 2006 3 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 環境 環境保全一般  農林部 2007/9/3STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2007 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2007/9/4奈良県農業総合センター研究報告　第38号 2007 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2007/9/4奈良医学雑誌　第５８巻第４号 (Journal of NaraMedical Association) 2007 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会　奈良県立医科大学産業活動分析　平成１９年４～６月期 2007 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2007/9/12奈良県立医科大学概要　平成１９年度 2007 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2007/9/13橿原考古学研究所年報　32　2005年度 2007 1 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13橿原考古学研究所調査報告　第93冊（ノムギ古墳） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13橿原考古学研究所調査報告　第94冊（八条遺跡） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究橿原考古学研究所調査報告　第95冊（馬見二ノ谷遺 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13橿原考古学研究所調査報告　第96冊（鵜山遺跡） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13橿原考古学研究所調査報告　第97冊（箸尾遺跡Ⅰ） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13橿原考古学研究所調査報告　第98冊（平城京左京五条二坊十五・十六坪） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2007/9/13奈良県文化財調査報告書　第114集（東大寺旧境内） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13奈良県文化財調査報告書　第115集（和田ナカドヲリ 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13奈良県文化財調査報告書　第116集（横田矢田野遺 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13奈良県文化財調査報告書　第117集（越町遺跡・小切山遺跡） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2007/9/13橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第29冊 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13橿原考古学研究所研究成果　第7冊（藤ノ木古墳から見た古代繊維製品の研究） 2006 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2007/9/13橿原考古学研究所研究成果　第8冊第一分冊（三次元ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｱｰｶｲﾌﾞを活用した古鏡の総合的研究） 2005 12 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2007/9/13橿原考古学研究所研究成果　第8冊第二分冊（三次元ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ｱｰｶｲﾌﾞを活用した古鏡の総合的研究） 2005 12 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2007/9/13齊國故城出土鏡範和東亞的古鏡 2007 2 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2007/9/13ロマイン・ヒッチコック-滞在二か年の足跡-（社団法人橿原考古学協会研究成果） 2006 11 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 社団法人橿原考古学協会 2007/9/13第２８６回　定例県議会提出 2007 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/9/18市場年報　平成１７年度 2007 7 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (財)奈良県食肉公社 2007/9/18静岡県のすがた　2006 2006 6 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 静岡県 総務部 2007/9/25島根県勢要覧　平成18年版 2006 8 都道府県 島根県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 島根県統計協会 総務部 2007/9/25札幌市統計書　平成18年版 2007 3 都道府県 北海道 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 札幌市 総務部 2007/9/25新版　日本長期統計総覧 2007 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)日本統計協会 総務部 2007/9/25



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日統計に用いる標準地域コード（平成19年4月1日現在） 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等 総務省 総務部 2007/9/25平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　31　鳥取県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/9/25平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　37　香川県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/9/25平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　39　高知県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/9/25平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　45　宮崎県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/9/25平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　02　青森県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/9/25平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　04　宮城県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/9/25平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　12　千葉県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/9/25平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　19　山梨県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/9/25平成２０年　奈良県民手帳 2007 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2007/10/2平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　都道府県・市区町村編　29　奈良県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/2平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　都道府県・市区町村編　32　島根県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/2平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　都道府県・市区町村編　44　大分県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/2平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　都道府県・市区町村編　21　岐阜県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/2平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　都道府県・市区町村編　46　鹿児島県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/2平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　都道府県・市区町村編　03　岩手県 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/2平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　都道府県・市区町村編　13　東京都　1分冊 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/2平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　都道府県・市区町村編　13　東京都　2分冊 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/2平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　43 熊 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/3平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　01 北 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/3平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　07 福 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/3平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　22 静 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/3平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　30 和 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/3平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　40 福 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　47 沖 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/3職員の給与等に関する報告及び勧告（平成19年10月） 2007 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2007/10/11統計基準年報　平成18年度 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等 総務省 総務部 2007/10/15平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　全国編 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/10/15（平成17年国勢調査編集・解説シリーズ№2）我が国人口の概観 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/10/15平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　07　福島県 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　06　山形県 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　17　石川県 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　24　三重県 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　32　島根県 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　34　広島県 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　35　山口県 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　42　長崎県 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　08 茨 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　15 新 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　14 神 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　27 大阪府（第１分冊） 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　27 大阪府（第２分冊） 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成17年国勢調査報告　第6巻　その1　従業地・通学地による人口　第2部　都道府県・市区町村偏　42 長 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/10/16平成１７年工業統計調査　産業細分類別統計表 2007 9 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 経済産業省経済産業政策局 総務部 2007/10/19平成１８年工業統計速報 2007 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 経済産業省経済産業政策局調査統計部 総務部 2007/10/25家計調査年報　平成１８年　＜貯蓄・負債編＞ 2007 8 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2007/10/31個人企業経済調査報告（構造編）　平成18年 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2007/10/31



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日近畿農林水産統計　２００７ 2007 7 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 近畿農政局 総務部 2007/11/12005年農林業センサス第６巻　農業構造動態統計報告書 2007 10 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2007/11/1農林業センサス累年統計書－農業編－（明治３７年～平成１７年） 2007 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省統計部 総務部 2007/11/1奈良県観光客動態調査報告書　平成1８年　④  産業・観光・雇用振興 観光交流局文化観光 統計資料 観光 観光  企画部 2007/11/5民俗博物館研究紀要　第22号 2006 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2007/11/6小売物価統計調査年報　平成１８年 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2007/11/8犯罪統計書　平成１８年版 2007 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2007/11/8県議会時報なら（平成１９年５月臨時６月定例県議会）Ｎｏ．２３１ 2007 10 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2007/11/14平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　36　徳島県 2007 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/11/15平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　22　静岡県 2007 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/11/15平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　30　和歌山県 2007 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/11/15平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　11　埼玉県 2007 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/11/15平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　44　大分県 2007 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/11/15平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　38　愛媛県 2007 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/11/15平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　20　長野県 2007 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/11/15平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　41　佐賀県 2007 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/11/15平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　15　新潟県 2007 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2007/11/15日本長期統計総覧　第５巻 2006 12 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)日本統計協会 総務部 2007/11/15第52回　群馬県統計年鑑　平成19年刊行 2007 9 都道府県 群馬県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部平成１７年　京都府の勤労統計 2006 6 都道府県 京都府 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2007/11/16平成１７年　茨城県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査年報） 2006 5 都道府県 茨城県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2007/11/16毎月勤労統計調査結果報告書（地方調査）平成17年 2006 8 都道府県 滋賀県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2007/11/16賃金、労働時間及び雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査結果年報）平成17年　新潟県 2006 8 都道府県 新潟県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2007/11/16精神保健福祉センター所報　平成18年度 2007 11 福祉医療部 精神保健福祉センター 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2007/11/22第２８７回　定例県議会提出 2007 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2007/12/3第57回　日本統計年鑑 2007 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2007/12/10産業活動分析　平成１９年７～９月期 2007 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2007/12/11



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成18年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2007 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2007/12/11一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成18年度 2007 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2007/12/11奈良県歳入歳出決算報告書　平成18年度 2007 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2007/12/11平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その６　山形県の人口 2007 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/12/12平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その７　福島県の人口 2007 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/12/12平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その１２　千葉県の人口 2007 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/12/12平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その４５　宮崎県の人口 2007 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2007/12/12交際費執行状況 2007 12 総務部 総務課 行政資料 総記 一般  総務部 2007/12/14環境調査報告書（水質編）平成18年度 2007 12 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2007/12/21奈良県公立文化施設ガイドブック 2007 7 文化・教育・くらし創造部 文化会館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県公立文化施設協議会 企画部 2007/12/21子どもの学習費調査結果平成１８年度 2007 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  2007/12/21平成１７年工業統計表（品目編） 2007 11 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2007/12/25統計でみる日本　2008年版 2007 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）日本統計協 総務部 2007/12/27消費者物価指数基準改定資料集成（第1次～第13次） 2007 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務書統計局 総務部 2007/12/27平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　18　福井県 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/1/8平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　03　岩手県 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/1/8平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　10　群馬県 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/1/8平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　21　岐阜県 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/1/8平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　05　秋田県 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/1/8平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　16　富山県 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/1/8平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　14　神奈川県 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/1/8平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　28　兵庫県 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/1/8平成20年度政府予算編成に関する提案・要望書　平成19年７月 2007 7 総務部 総合政策課 行政資料 税・財政 予算・決算  企画部 2008/1/8平成18年度　地方教育費調査報告書（平成17会計年 2007 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2008/1/8奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成17年3月31日現在） 2005 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2008/1/17住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢別人口（平成19年10月1日現在） 2007 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2008/1/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その２　青森県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/1/25平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その４　宮城県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/1/25平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その１７　石川県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/1/25平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その１９　山梨県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/1/25平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その２４　三重県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/1/25平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その３１　鳥取県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/1/25平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その３４　広島県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/1/25平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その３７　香川県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/1/25平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その３９　高知県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/1/25平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その４２　長崎県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/1/25奈良医学雑誌　第５８巻第５・６号 (Journal of NaraMedical Association) 2007 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2008/1/28保健・衛生行政業務報告（衛生行政報告例）平成18年度 2008 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2008/1/29人口動態統計　中巻　平成18年 2008 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2008/1/29サモス巡礼の精神 2008 2 文化・教育・くらし創造部 平城遷都千三百年記念事業準備事務局企 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 ＸＵＮＴＡ　ＤＥ　ＧＡＬＩＣＩＡ 企画部 2008/2/6聖地サンティアゴへの巡礼 2008 2 文化・教育・くらし創造部 平城遷都千三百年記念事業準備事務局企 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 ＸＵＮＴＡ　ＤＥ　ＧＡＬＩＣＩＡ 企画部 2008/2/6ガリシア、大西洋を見つめるその深い精神性 2008 2 文化・教育・くらし創造部 平城遷都千三百年記念事業準備事務局企 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 ＸＵＮＴＡ　ＤＥ　ＧＡＬＩＣＩＡ 企画部 2008/2/6教育職員の給与に関する報告及び勧告 2008 2 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2008/2/13県議会時報なら（平成１９年９月定例県議会）Ｎｏ．２３２ 2008 1 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2008/2/14平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その１１　埼玉県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/2/15平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その１５　新潟県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/2/15平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その３０　和歌山県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/2/15平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その３２　島根県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/2/15平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その３８　愛媛県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/2/15



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その３５　山口県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/2/15平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その４４　大分県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/2/15平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その３６　徳島県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/2/15平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その２２　静岡県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/2/15平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その４１　佐賀県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/2/15平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その２０　長野県の人口 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/2/15国民医療費　平成17年度 2008 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 財団法人　厚生統計協会 福祉部 2008/2/22橿原考古学研究所年報　33　2006年度 2007 11 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2008/2/25奈良県文化財調査報告書　第118集(吉野郡十津川村小原滝遺跡　近現代産業遺跡の調査） 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所奈良県文化財調査報告書　第119集(ドンド垣内古墳群　発掘調査報告書） 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所奈良県文化財調査報告書　第120集(曲川遺跡Ⅱ　京奈和自動車道「大和区間」建設に伴う発掘調査報告 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所奈良県文化財調査報告書　第121集(奈良市横田町所在　横田アンバ遺跡） 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所奈良県文化財調査報告書　第122集(極楽寺ヒビキ遺 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究奈良県文化財調査報告書　第126集(平城京左京三条一坊五・十二・十三坪発掘調査報告） 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所橿原考古学研究所調査報告　第99冊（マバカ古墳周辺の調査） 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2008/2/26橿原考古学研究所調査報告　第100冊（四条シナノ遺 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2008/2/26橿原考古学研究所調査報告　第101冊（平城京左京四条四坊・四条五坊） 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2008/2/26山東省臨瑠斉国故城漢代鏡范的考古学研究 2007 1 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 科学出版社 教育委員会 2008/2/26広瀬遺跡第２次調査(山添村） 2007 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 山添村教育委員 教育委員会 2008/2/26山添村埋蔵文化財発掘調査報告第１集（平岩遺跡・越町遺跡） 2003 12 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 山添村教育委員会 教育委員会 2008/2/26山添村埋蔵文化財発掘調査報告第２集（大西塚ノ本 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 山添村教育委員 教育委員会 2008/2/26菟田野町埋蔵文化財調査報告第１集（古宮谷遺跡群） 2005 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 菟田野町教育委員会 教育委員会 2008/2/26三宅町文化財調査報告第１集（伴堂古田遺跡） 2002 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 三宅町教育委員 教育委員会 2008/2/26（第288回定例県議会提出）平成20年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2008 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2008/2/27平成20年度一般会計特別会計予算案の概要 2008 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2008/2/27第２８８回　定例県議会提出 2008 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2008/2/27統計でみる都道府県のすがた　2008 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2008/2/27社会生活統計指標（都道府県の指標）2008 2008 1 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2008/2/27子どもの学習費調査報告書　平成１８年度 2008 2 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  2008/2/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　09　栃木県 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/2/29平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　25　滋賀県 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/2/29平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　26　京都府 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/2/29平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　40　福岡県 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/2/29平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　43　熊本県 2007 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/2/29平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　47　沖縄県 2007 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/2/29環境調査報告書（ダイオキシン類編）　　平成18年度 2008 12 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  2008/3/10産業活動分析　平成１９年年間回顧 2008 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向 経済産業省経済産業政策局調査統計部 総務部 2008/3/11地域研究所年報　第３０号　平成１９年度 2007 12 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 旭川大学地域研究所 2008/3/12奈良県議会歴代議員名簿　2007 2007 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2008/3/14平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その３　岩手県の人口 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/3/14平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その５　秋田県の人口 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/3/14平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その１４　神奈川県の人口 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/3/14平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その１６　富山県の人口 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/3/14平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その１８　福井県の人口 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/3/14平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その２１　岐阜県の人口 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/3/14平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その２６　京都府の人口 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/3/14平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その２８　兵庫県の人口 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/3/14平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その４０　福岡県の人口 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/3/14平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その４３　熊本県の人口 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/3/14平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その４７　沖縄県の人口 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/3/14平成17年国勢調査報告　第4巻　その１　全国編 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/3/14平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　01　北海道 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/3/14平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　08　茨城県 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/3/14



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　13　東京都 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/3/14平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　23　愛知県 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/3/14平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　27　大阪府 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/3/14平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　29　奈良県 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/3/14平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　33　岡山県 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/3/14平成17年国勢調査報告　第4巻　その2　都道府県・市区町村編　46　鹿児島県 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/3/14大阪市勢要覧　平成17年版 2006 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) その他統計資料 大阪市 総務部 2008/3/25長崎県勢要覧　平成18年版 2007 2 都道府県 長崎県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 長崎県 総務部 2008/3/25科学技術研究調査報告　平成19年 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2008/3/25平成17年国勢調査に関する地域メッシュ統計地図（階級メッシュマップ[世界測地系]）（１）人口総数（２）人口増減数（３）老年人口の割合 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/3/27平成18年工業統計調査報告書　静岡県の工業　2006 2008 3 都道府県 静岡県 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 静岡県企画部経済統計室 総務部 2008/3/27平成18年(2006)工業統計調査結果報告 2008 3 都道府県 山梨県 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 山梨県企画部統計調査課 総務部 2008/3/27平成18年　工業統計調査結果　岐阜県輸出関係調査結果 2008 2 都道府県 岐阜県 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 岐阜県総合企画部統計課 総務部 2008/3/27文部科学統計要覧　平成20年版(2008) 2008 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2008/3/27平成１９年度　学校保健統計調査報告書 2008 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2008/4/2農林業センサス累年統計書－林業編－（明治３５年～平成１７年） 2008 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省統計部 総務部 2008/4/32005年農林業センサス　別巻　総合索引書 2008 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 財団法人農林統計協会 総務部 2008/4/3奈良県の工業（平成18年工業統計調査結果報告書） 2008 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 統計課 総務部 2008/4/3平成1８年　工業統計表　産業編　(概要版) 2008 2 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2008/4/3我が国の工業　２００８ 2008 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2008/4/3静岡県勢要覧　平成18年度 2007 3 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 静岡県 2008/4/7読売年鑑　2007年版 2007 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2008/4/8読売年鑑　2007年版　別冊　分野別人名録 2007 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2008/4/8読売年鑑　2008年版 2008 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2008/4/8読売年鑑　2008年版　別冊　分野別人名録 2008 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2008/4/8都市交通年報　平成18年版 2007 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2008/4/8食料需給表　平成17年度 2007 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 （財）農林統計協会 2008/4/8我が国の人口動態　平成19年 2007 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2008/4/8平成１７年簡易生命表 2006 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 2008/4/8



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成１7年度　社会福祉行政業務報告 2007 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) (財)厚生統計協会 2008/4/8平成１8年度　社会福祉行政業務報告 2008 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) (財)厚生統計協会 2008/4/8奈良県茶業振興基本計画書　平成19年度  食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2008/4/9警察白書　平成19年版 2007 7 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 ㈱ぎょうせい 2008/4/9情報通信白書　平成19年版 2007 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信 株式会社ぎょうせい 2008/4/9防災白書　平成19年版 2007 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2008/4/9平成１9年版　食料・農業・農村白書 2007 5 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産 財団法人農林統計協会 2008/4/9原子力安全白書　平成18年版 2007 7 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 佐伯印刷（株） 2008/4/9中小企業白書（2007年版） 2007 6 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般  2008/4/9労働経済白書　平成20年版 2008 7 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 独立行政法人国立印刷局 2008/4/9海上保安レポート　2007 2007 5 国関係機関 海上保安庁 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 独立行政法人国立印刷局 2008/4/10文部科学白書　平成18年度 2007 3 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般 独立行政法人国立印刷局 2008/4/10平成20年地価公示 2008 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2008/4/10地価公示標準地の付近案内図　平成２０年 2008 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2008/4/10平成１９年度　土地利用動向調査 2008 3 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 生活文化 生活文化一般 奈良県企画部資源調整課 企画部 2008/4/10毎月勤労統計調査特別調査報告　平成19年 2008 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2008/4/11観光の実態と志向　第２５回国民の観光に関する動向調査　平成１８年度版 2006 12 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 (財)日本観光協会 2008/4/11ボランティア白書　2007 2007 10 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 (社)日本青年奉仕協会 2008/4/11保険と年金の動向（厚生の指標 臨時増刊･第54巻第14号･通巻853号）2007年 2007 11 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 (財)厚生統計協会 2008/4/11住宅経済データ集　2007年度版 2007 12 国関係機関 国土交通省 統計資料 住宅 住宅 ㈱住宅産業新聞 2008/4/11女性労働の分析 2006年 2007 7 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 （財）２１世紀職業財団 2008/4/11観光の実態と志向　第２６回国民の観光に関する動向調査　平成１９年度版 2008 1 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 (財)日本観光協会 2008/4/11精神保健福祉白書　2008年版 2007 12 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 荘村多加志 2008/4/11奈良県税務統計　平成18年度 2007 3 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2008/4/11環境調査報告書（大気編）平成18年度 2008 2 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2008/4/11住民基本台帳人口要覧　平成１９年版 2007 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会 2008/4/11包括外部監査の結果報告書　平成19年度 2008 その他委員会など 監査委員 行政資料 総合行政 行政一般  2008/4/11企業と人権　２００８年版 2008 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 雇用・賃金・労使関係  2008/4/14国会便覧（平成20年2月新版） 2008 2 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 (有)日本政経新聞社 2008/4/15道路行政　平成18年度 2007 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 道路 全国道路利用者会議 2008/4/15



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日表とグラフでみる　日本のすがた２００８ 2008 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記  2008/4/15厚生統計要覧　平成18年度 2007 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)厚生統計協会 2008/4/15地球環境データブック 2007-08 2007 12 その他 その他団体等 行政資料 環境 環境保全一般 ㈱ワールドウォッチジャパン 2008/4/15社会保障年鑑　2007年版 2007 4 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 社会保険 健康保険組合連合会 2008/4/15奈良県薬事年報　VOL.56　平成19年11月 2007 11 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2008/4/15交通安全白書　平成19年版 2007 6 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全 内閣府 2008/4/16国民生活白書　平成19年版 2007 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 生活文化一般  2008/4/16岡山県統計年報　平成18年 2008 3 都道府県 岡山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部土地白書　平成19年版 2007 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 独立行政法人国立印刷局 2008/4/16日本の防衛　防衛白書　平成19年版　危機により強く、世界の平和により役立つために 2007 7 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般 株式会社ぎょうせい 2008/4/16国土交通白書　2007 2007 5 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般 株式会社ぎょうせ 2008/4/16森林・林業白書（索引付き）　平成19年版 2007 6 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 財団法人農林統計協会 2008/4/16ＪＮＴＯ訪日外客実態調査　2006-2007〈訪問地調査編〉 2008 1 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 財団法人国際観光サービスセンター（ＩＴＣＪ） 2008/4/16ＪＮＴＯ訪日外客訪問地調査2005-2006　外国人旅行者の国内訪問地データ 2006 12 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 財団法人　国際観光サービスセンター（ＩＴＣＪ） 2008/4/16平成17年度全国観光動向－都道府県別観光地入込客統計－ 2007 10 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人日本観光協会 2008/4/16毎月勤労統計調査総合報告書　平成18年 2007 5 都道府県 和歌山県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2008/4/17大阪の賃金、労働時間及び雇用の動き　毎月勤労統計調査地方調査年報－平成18年 2007 8 都道府県 大阪府 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2008/4/17神奈川県勢要覧　平成18年度版 2007 3 都道府県 神奈川県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2008/4/17県勢ダイジェスト　平成18年度 2007 3 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 山梨県 総務部 2008/4/17いわて統計白書２００７　グラフでみる夢県土いわて 2007 3 都道府県 岩手県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2008/4/17高知県のすがた2007 2007 都道府県 高知県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 高知県 総務部 2008/4/17滋賀県勢要覧　平成19年版 2007 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 滋賀県 2008/4/172007みやぎのすがた　宮城県勢要覧 2007 都道府県 宮城県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 宮城県 総務部 2008/4/17統計でみる府民のくらし　平成18年度 2007 3 都道府県 京都府 統計資料 総記(統計) その他統計資料 京都府 総務部 2008/4/17労働統計要覧　平成18年度 2007 8 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 独立行政法人国立印刷局 2008/4/17研究紀要　第13集 2008 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2008/4/17平成１８年簡易生命表 2007 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 2008/4/17第94回　大阪市統計書　平成18年版 2007 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2008/4/18政策研究報告書　平成１９年度  総務部 自治能力開発センター 行政資料 総合行政 職員研修・職員厚生  総務部 2008/4/21平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　01北海道 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　01　そ 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　02　青 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　03　岩 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　04　宮 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　05　秋 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　06　山 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　07　福 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　08　茨 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　09　栃 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　10　群 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　11　埼 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　12　千 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　13　東 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　14　神奈川県　その１ 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　15　新 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　16　富 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　17　石 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　18　福 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　19　山 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　20　長 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　21　岐 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　22　静 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　22　静 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　11　埼 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　12　千 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　13　東 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　23　愛 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　23　愛 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　24　三 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　25　滋 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　26　京 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　26　京 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　27　大 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　27　大 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　28　兵 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　28　兵 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　29　奈 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　30　和 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　31　鳥 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/4/22青少年が健やかに育つこと（平成１９年版） 2007 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県・奈良県教育委員会・奈良県警察・青少年育成奈良県民会議 福祉部 2008/4/23青少年が健やかに育つこと（平成２０年版） 2008 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県・奈良県教育委員会・奈良県警察・青少年育成奈良県民会議 福祉部 2008/4/23青少年海外派遣事業報告書　２００６　アジア・チャレンジ・プロジェクト 2007 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県福祉部こども家庭局青少年課 福祉部 2008/4/23青少年海外派遣事業報告書　２００７　アジア・チャレンジ・プロジェクト 2008 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県福祉部こども家庭局青少年課 福祉部 2008/4/23平成１９年度　奈良県青少年育成施策実施計画 2007 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県 福祉部 2008/4/23平成２０年度　奈良県青少年育成施策実施計画 2008 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県 福祉部 2008/4/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日第二十七回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2005 12 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 青少年育成奈良県民会議 福祉部 2008/4/23第二十八回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2006 12 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 青少年育成奈良県民会議 福祉部 2008/4/23第二十九回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2007 12 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 青少年育成奈良県民会議 福祉部 2008/4/23子育て読本　これだけは 2007 3 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 奈良県福祉部こども家庭局青少年課 福祉部 2008/4/23奈良県児童生徒の体力テスト調査報告書　平成１９年 2008 2 教育委員会 教委保健体育課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2008/4/23消費者物価指数年報　平成19年 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2008/4/24平成17年国勢調査人口概観シリーズNo.3  都道府県の人口　その01　北海道の人口 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/4/24農林業センサス累年統計書－地域編－（昭和35年～昭和17年） 2008 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2008/4/24保健所事業概況　平成18年度版 2007 11 福祉医療部 葛城保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 奈良県葛城保健 福祉部 2008/4/24平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その０９　栃木県の人口 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/5/1統計グラフでみる奈良県　平成19年度版 2008 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 統計課 総務部 2008/5/9茨城県の人口　平成17年国勢調査人口概観シリ－ズNo．3都道府県の人口　その08 2008 4 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/5/9奈良県の文化財行政　平成16年度 2004 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2008/5/13奈良県の文化財行政　平成17年度 2005 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2008/5/13奈良県の文化財行政　平成18年度 2006 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2008/5/13奈良県の文化財行政　平成19年度 2007 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2008/5/13平成17年国勢調査解説シリーズ№3　都道府県の人口　その10　群馬県の人口 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/5/14県議会時報なら（平成１９年１２月定例県議会）Ｎｏ．２３３ 2008 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2008/5/14平成17年国勢調査人口概観シリーズ№3　都道府県の人口　その13　東京都の人口 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/5/20第２次奈良県廃棄物処理計画 2008 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  2008/5/20少年非行等の概況（平成1９年中）  その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2008/5/23平成1７年国勢調査人口概観シリーズ№3　都道府県の人口　その23　愛知県の人口 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/5/23図書館調査研究レポート９ 2008 3 国関係機関 国立国会図書館 行政資料 教育 社会教育 国立国会図書館 2008/5/23平成１9年度食料・農業・農村の動向　　平成20年度食料・農業・農村施策 2008 5 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2008/5/26平成１9年度食料・農業・農村の動向　　平成20年度食料・農業・農村施策　概要 2008 5 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2008/5/26平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　32　島 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　33　岡 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　34　広島県　その１ 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　34　広島県　その２ 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　35　山 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　36　徳 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　37　香 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　38　愛 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　39　高 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　40　福岡県　その１ 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　40　福岡県　その２ 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　41　佐 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　42　長 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　43　熊 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　44　大 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　45　宮 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　46　鹿 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　47　沖 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27平成18年　事業所・企業統計調査報告　第3巻　事業所及び企業に関する集計　都道府県別結果　14　神奈川県　その２ 2008 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/5/27第５５次　奈良農林水産統計年報 2008 3 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 奈良農林統計協会 総務部 2008/5/27平成17年国勢調査解説シリーズ№3　都道府県の人口　その25　滋賀県の人口 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/5/28参議院議員通常選挙の記録（平成19年7月29日執行） 2008 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  その他委員会など 2008/5/30



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日選挙の記録（平成19年4月8日執行　奈県知事　平成19年4月8日執行　奈良県議会議員　平成19年4月22 2008 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  その他委員会など 2008/5/30平成17年国勢調査　人口概観シリーズＮＯ．３　都道府県の人口　その２７　大阪府の人口 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/5/30特別史跡　キトラ古墳発掘調査報告 2008 3 国関係機関 文化庁 行政資料 生活文化 文化財 文化庁　外平成１９年度奈良県市町村要覧 2008 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2008/6/3国民健康保険及び老人保健（医療）事業状況　平成18年度 2008 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  福祉部 2008/6/3平成17年国勢調査解説シリーズ№3　都道府県の人口　その33　岡山県の人口 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/6/4平成17年国勢調査解説シリーズ№3　都道府県の人口　その46　鹿児島県の人口 2008 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/6/4ろうせいハンドブック　（平成20年度版） 2008 3 産業・観光・雇用振興 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般 雇用労政課 商工労働部 2008/6/5知っていますか？私たちのごはん！ 2006 11 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 農産  2008/6/6産業活動分析　平成２０年１～３月期 2008 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向 経済産業省調査統計部 2008/6/9平成1９年　商業統計速報 2008 5 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  2008/6/112008大切にしたい奈良県の野生動植物 2008 3 水循環・森林・景観環境部 森林保全課 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農林部森林保全課100の指標からみた奈良県勢　平成20年版 2008 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県知事公室統計課 総務部 2008/6/18家計調査年報　＜家計収支編＞　平成１9年 2008 5 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2008/6/18近畿農林水産統計　２００８ 2008 3 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 近畿農政局 総務部 2008/6/19奈良県情報公開審査会及び奈良県個人情報保護審議会の議事録・会議の概要 2008 6 総務部 総務課 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 総務課 総務部 2016/2/23第289回　定例県議会提出 2008 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2008/6/30奈良県出資法人（平成19年度業務報告・平成20年度事業計画） 2008 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2008/6/30平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編31　鳥取県 2008 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/7/1平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編04　宮城県 2008 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/7/1平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編39　高知県 2008 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/7/1奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成20年3月31日現在） 2008 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2008/7/3統計でみる市区町村のすがた　2008 2008 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2008/7/4大阪国税局統計書　平成18年度 2008 6 国関係機関 近畿財務局以外の財務省所管地方支分部 統計資料 行財政 財務(統計) 大阪国税局 総務部 2008/7/4県民経済計算年報　平成20年版 2008 6 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済計算  総務部 2008/7/8人口推計年報（平成19年10月1日現在推計人口） 2008 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省統計局 総務部 2008/7/9



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日県議会時報　なら（平成２０年２月定例県議会）NO.２３ 2008 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務 2008/7/11卸売市場の概要　平成２０年６月 2008 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県中央卸売市場 農林部 2008/7/14平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編37　香川県 2008 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/7/14平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編19　山梨県 2008 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/7/14平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編12　千葉県 2008 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/7/14平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編02　青森県 2008 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/7/14商工労働部主要施策の概要　平成20年度 2008 産業・観光・雇用振興 商工課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2008/7/14奈良県農林部事業の概要　平成２０年度 2008 4 食と農の振興部 農政課 行政資料 農林水産 農林水産一般 農政課 農林部 2008/7/14中南和・東部地域の振興方策 2008 産業・観光・雇用振興 地域づくり支援課 行政資料 建設 地域開発 奈良県 企画部 2008/7/14奈良県の水道概要　平成18年度版  文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2008/7/16商業販売統計年報　平成19年 2008 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2008/7/16奈良県の文化財行政　平成20年度 2008 4 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財  教育委員会 2008/7/22札幌市統計書　平成19年版 2008 3 都道府県 北海道 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 札幌市 総務部 2008/7/24都道府県等における産業連関分析実施状況 2008 7 国関係機関 総務省 統計資料 経済 産業関連表 総務省連関表担当統計審査官室 2008/7/30平成１８年事業所・企業統計調査都道府県別結果第３表の修正情報 2008 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 事業所統計調査  2008/7/30消費生活協同組合（連合会）実態調査結果表　平成１９年度調査 2008 国関係機関 厚生労働省 行政資料 生活文化 消費生活 厚生労働省 2008/7/31奈良県勢要覧　2008 2008 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県総務部知事公室統計課 総務部 2008/7/31住民基本台帳人口移動報告年報　平成19年 2008 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2008/8/1ＰＯＰＵＬＡＴＩＯＮ　ＯＦ　ＪＡＰＡＰＡＮ　２００５ 2008 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 人口一般  総務部 2008/8/1平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編45　宮崎県 2008 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/8/8平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編24　三重県 2008 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/8/8平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編17　石川県 2008 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/8/8平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編07　福島県 2008 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/8/8



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編34　広島県 2008 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/8/8奈良県農業総合センター業務年報　平成19年度 2008 4 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2008/8/8奈良県農業総合センター研究報告　第39号 2008 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2008/8/8平成18年　事業所・企業統計調査　調査区関係資料 2008 7 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2008/8/11消費動向調査年報　平成２０年版 2008 8 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2008/8/15土地改良区名簿　平成２０年度 2008 7 食と農の振興部 耕地課 行政資料 農林水産 耕地 奈良県農林部耕地課 農林部 2008/8/18学校基本数一覧表　平成20年度 2008 5 教育委員会 教委教育企画課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2008/8/19奈良県工業技術センター研究報告　№34 2008 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2008/8/19業務報告　平成１９年度 2008 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2008/8/19平成１８年工業統計調査　産業細分類別統計表 2008 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 経済産業省経済産業政策局 総務部 2008/8/21家計調査年報　平成１９年　＜貯蓄・負債編＞ 2008 8 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2008/8/27平成17年国勢調査報告　第6巻　その2　従業地・通学地による人口　第5部　近畿 2008 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/9/1平成17年国勢調査に関する　地域メッシュ統計地図階級メッシュマップ（世界測地系） 2008 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/9/3産業活動分析　平成２０年４～６月期 2008 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2008/9/9STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2007 2008 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2008/9/9橿原市統計書　平成16年版 2005 3 奈良県市町村 橿原市 統計資料 総記(統計) その他統計資料 橿原市 総務部 2008/9/16平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編06　山形県 2008 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/9/18平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編32　島根県 2008 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/9/18平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編35　山口県 2008 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/9/18平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編36　徳島県 2008 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/9/18平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編42　長崎県 2008 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/9/18奈良県立医科大学概要　平成２０年度 2008 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2008/9/18第290回　定例県議会提出 2008 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2008/9/22奈良県立高等学校入学者選抜高校別実施概要　平成21年度 2008 9 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2008/9/22奈良医学雑誌　第５９巻第３・４号 (Journal of NaraMedical Association) 2008 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2008/9/22（平成17年国勢調査人口概観シリーズNo.6)労働力状態，産業、職業別人口 2008 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/9/24（平成17年国勢調査人口概観シリーズNo.5)男女・年齢別人口，世帯と住居 2008 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/9/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査報告　第7巻　外国人に関する特別集計結果 2008 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/9/29職員の給与等に関する報告及び勧告（平成20年10月） 2008 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2008/10/9毎月勤労統計調査地方調査年報（長崎県の賃金・雇用の動き）平成19年 2008 8 都道府県 長崎県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2008/10/9平成18年事業所・企業統計調査報告　第２巻会社企業に関する集計　全国結果　その2 2008 9 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査 総務省統計局 総務部 2008/10/15市場年報　平成１8年度 2008 7 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (財)奈良県食肉公社 2008/10/16橿原考古学研究所調査報告　第102冊（飛鳥京跡Ⅲ） 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2008/10/17橿原考古学研究所調査報告　第103冊（三河遺跡） 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2008/10/17奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2007年 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2008/10/17奈良県遺跡調査概報（第二分冊）2007年 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2008/10/17橿原考古学研究所１９３８～２００８ 2008 8 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 2008/10/17奈良県文化財調査報告書　第125集（慈明寺遺跡） 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 2008/10/17奈良県文化財調査報告書　第123集（大西塚ノ本遺跡） 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 2008/10/17奈良県文化財調査報告書　第127集（向山遺跡） 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 2008/10/17奈良県文化財調査報告書　第124集（下永東方遺跡Ⅱ） 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 2008/10/17小売物価統計調査年報　平成19年 2008 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2008/10/20交通年鑑　平成19年 2008 10 その他委員会など 警察本部 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 奈良県警察本部 その他委員会など 2008/10/20一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成19年度 2008 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2008/10/21奈良県歳入歳出決算報告書　平成19年度 2008 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2008/10/21平成19年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2008 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2008/10/21平成１９年工業統計速報 2008 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 経済産業省経済産業政策局調査統計部 総務部 2008/10/23平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編44　大分県 2008 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/10/31平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編10　群馬県 2008 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/10/31平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編22　静岡県 2008 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/10/31平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編30　和歌山県 2008 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/10/31



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編05　秋田県 2008 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/10/31民俗博物館研究紀要　第23号 2008 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2008/11/4個人企業経済調査報告（構造編）　平成19年 2008 9 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2008/11/5登録販売者試験 2008 11 福祉医療部 薬務課（旧・健康安全局） 行政資料 保健衛生 薬事  医療政策部（旧・福祉 2019/1/22季報　　情報公開　個人情報保護　ＶＯＬ．２８ 2008 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）行政管理研究センター 総務部 2008/11/7季報　　情報公開　個人情報保護　ＶＯＬ．２９ 2008 6 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）行政管理研究センター 総務部 2008/11/7評価クォータリーＮＯ．５ 2008 4 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 総務部 2008/11/7季報　　情報公開　個人情報保護　ＶＯＬ．３０ 2008 9 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）行政管理研究センター 総務部 2008/11/7評価クォータリーＮＯ．６ 2008 10 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 総務部 2008/11/7評価クォータリーＮＯ．７ 2008 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 総務部 2008/11/7大阪市勢要覧　平成18年版 2007 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) その他統計資料 大阪市 総務部 2008/11/11統計基準年報　平成19年度 2008 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等 総務省 総務部 2008/11/13環境調査報告書（水質編）平成19年度 2008 11 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2008/11/19平成２０年９月第２９０回定例奈良県議会会議録 2008 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局 その他委員会など 2008/11/28第291回　定例県議会提出 2008 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2008/12/1環境調査報告書（ダイオキシン類編）　　平成19年度 2008 12 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  2008/12/2平成１７年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編41　佐賀県 2008 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/12/8平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　15　新潟県 2008 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/12/11平成17年国勢調査報告　第2巻　その2　都道府県・市区町村編　38　愛媛県 2008 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/12/11平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　18　福井県 2008 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2008/12/11平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　16　富山県 2008 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/12/11平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　03　岩手県 2008 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/12/11平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　11埼玉県 2008 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/12/11平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　20長野県 2008 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/12/11第58回　日本統計年鑑 2008 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2008/12/11



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日犯罪統計書　平成１９年版 2008 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安  2008/12/16給与と労働時間と雇用（毎月勤労統計調査地方調査結果）平成19年版 2008 11 都道府県 福井県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2008/12/24平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　28　兵庫県 2008 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/12/25平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　21　岐阜県 2008 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/12/25平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　40　福岡県 2008 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/12/25平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　26　京都府 2008 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/12/25平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　14　神奈川県 2008 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2008/12/25平成19年度　地方教育費調査報告書（平成18会計年 2008 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2008/12/25環境調査報告書（大気編）平成1９年度 2009 1 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 大気汚染  生活環境部 2009/1/6平成20年度　土木工事設計単価資料（1月再改訂版） 2009 1 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2009/1/13統計でみる日本　2009年版 2008 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）日本統計協 総務部 2009/1/16児童虐待等調査対策委員会報告書 2008 12 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 奈良県児童虐待等調査対策委員 福祉部 2009/1/20平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　43　熊本県 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/1/30平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　47　沖縄県 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/1/30平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　29　奈良県 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/1/30平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　46　鹿児島県 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/1/30平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　25　滋賀県 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/1/30平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　33　岡山県 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/1/30平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　9　栃木県 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/1/30精神保健福祉センター所報　平成19年度 2008 12 福祉医療部 精神保健福祉センター 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2009/2/2評価クォータリーＮＯ．８ 2009 1 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 総務部 2009/2/3平成２０年度版　環境白書　２００８ 2009 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 生活環境部 2009/2/10奈良県情報公開条例及び奈良県個人情報保護条例の解釈運用基準 2009 2 総務部 総務課 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 総務課 総務部 2016/4/1季報　　情報公開　個人情報保護　ＶＯＬ．３１ 2008 12 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）行政管理研究センター 総務部 2009/2/19秋田県勢要覧　平成18年版 2006 12 都道府県 秋田県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2009/2/20平成２０年１２月第２９１回定例奈良県議会会議録 2009 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局 その他委員会など 2009/2/20平成21年度予算案 2009 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2009/2/24



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日第292回　定例県議会提出 2009 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/2/27（第292回定例県議会提出）平成21年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2009 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2009/2/27平成21年度一般会計特別会計予算案の概要　　平成20年度一般会計2月補正予算案の概要 2009 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2009/2/27平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　27　大阪府 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/3/2平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　01　北海道 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/3/2平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　08　茨城県 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/3/2平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　13　東京都 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/3/2平成17年国勢調査報告　第5巻　その2　都道府県・市区町村編　23　愛知県 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/3/2長崎県勢要覧　平成19年版 2008 2 都道府県 長崎県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 長崎県 総務部 2009/3/2統計でみる都道府県のすがた　2009 2009 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2009/3/2社会生活統計指標（都道府県の指標）2009 2009 1 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2009/3/2警察白書　平成20年版 2008 3 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 ㈱ぎょうせい 2009/3/3犯罪白書　平成19年版 2007 11 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 独立行政法人国立印刷局 2009/3/3犯罪白書　平成20年版 2008 11 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 独立行政法人国立印刷局 2009/3/3交通安全白書　平成20年版 2008 6 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全 内閣府 2009/3/3情報通信白書　平成20年版 2008 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信 株式会社ぎょうせい 2009/3/3中小企業白書（2008年版） 2008 6 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般  2009/3/3食料需給表　平成18年度 2008 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 （財）農林統計協会 2009/3/3平成20年版　食料・農業・農村白書 2008 6 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産 財団法人農林統計協会 2009/3/3森林・林業白書（索引付き）　平成20年版 2008 6 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 財団法人農林統計協会 2009/3/3国土交通白書　2008 2008 5 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般 株式会社ぎょうせ 2009/3/3都市交通年報　平成19年版 2008 3 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2009/3/3海上保安レポート　2008 2008 5 国関係機関 海上保安庁 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 独立行政法人国立印刷局 2009/3/3平成１９年簡易生命表 2008 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 2009/3/3我が国の人口動態　平成20年 2008 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2009/3/3住民基本台帳人口要覧　平成２０年版 2008 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会 2009/3/3道路行政　平成19年度 2008 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 道路 全国道路利用者会議 2009/3/4



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日国会便覧（平成21年2月新版） 2009 2 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 (有)日本政経新聞社 2009/3/4平成18年度全国観光動向－都道府県別観光地入込客統計－ 2008 10 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人日本観光協会 2009/3/4防災白書　平成20年版 2008 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2009/3/4住宅経済データ集　2008年度版 2008 10 国関係機関 国土交通省 統計資料 住宅 住宅 ㈱住宅産業新聞 2009/3/4保険と年金の動向（厚生の指標 臨時増刊･第55巻第15号･通巻869号）2008年 2008 11 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 (財)厚生統計協会 2009/3/4環境・リサイクル施策データブック 2008～国･自治体の「環境」･「エネルギー」･「バイオマス」関連施策等～ 2008 7 その他 その他団体等 行政資料 環境 環境保全一般 （有）オフィスゼロ 2009/3/4環境・リサイクル施策データブック 2007～国･自治体の「環境」･「エネルギー」･「バイオマス」関連施策等～ 2007 7 その他 その他団体等 行政資料 環境 環境保全一般 （有）オフィスゼロ 2009/3/4女性労働の分析 2007年 2008 6 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 （財）２１世紀職業財団 2009/3/4精神保健福祉白書　2009年版 2008 12 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 荘村明彦 2009/3/4土地白書　平成20年版 2008 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 ミツバ綜合印刷 2009/3/4日本の防衛　防衛白書　平成20年版 2008 9 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般 株式会社ぎょうせい 2009/3/4労働統計要覧　平成19年度 2008 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 蔦友印刷（株） 2009/3/4社会保障年鑑　2008年版 2008 5 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 社会保険 柴生田晴四 2009/3/4ジェンダー白書５　女性と経済 2007 5 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2009/3/4ジェンダー白書６　女性と健康 2008 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2009/3/4厚生統計要覧　平成19年度 2008 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)厚生統計協会 2009/3/4環境循環型社会白書　平成20年版 2008 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般 日経印刷（株） 2009/3/4静岡県毎月勤労統計調査年報　平成19年 2009 1 都道府県 静岡県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2009/3/11県議会時報なら（平成２０年６月定例県議会）Ｎｏ．２３５ 2008 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2009/3/13県議会時報なら（平成２０年９月定例県議会）Ｎｏ．２３６ 2009 1 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2009/3/13産業活動分析　平成２０年年間回顧 2009 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向 経済産業省経済産業政策局調査統計部 総務部 2009/3/16季報　　情報公開　個人情報保護　ＶＯＬ．３２ 2009 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）行政管理研究センター 総務部 2009/3/18平成１９年　栃木県の賃金、労働時間及び雇用の動き－毎月勤労統計調査地方調査結果－ 2009 1 都道府県 栃木県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2009/3/19平成1９年　工業統計表　産業編　(概要版) 2009 2 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2009/3/192005年農林業センサス　農業地域類型別報告書　大臣官房統計部 2009 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2009/3/25奈良県県民経済計算報告書　平成１８年度 2009 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2009/3/27みどりの園芸Q＆A集 2009 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 農林水産 農産 奈良県農業総合センター 総務部 2009/3/31奈良県市町村要覧　平成２０年度 2009 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  2009/3/31読売年鑑　2009年版 2009 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2009/3/31読売年鑑　2009年版　別冊　分野別人名録 2009 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2009/3/31



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日表とグラフでみる　日本のすがた２００９ 2009 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記  2009/3/31国民医療費　平成18年度 2009 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 財団法人　厚生統計協会 福祉部 2009/3/31国民生活白書　平成20年版 2009 2 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 生活文化一般  2009/3/31県勢ダイジェスト　平成19年度 2008 3 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 山梨県 総務部 2009/4/1（平成17年国勢調査編集・解説シリーズNO7）高齢人口と高齢者のいる世帯 2008 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/4/1（平成17年国勢調査編集・解説シリーズNO10）大都市圏の人口 2009 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/4/1（平成17年国勢調査編集･解説シリーズNo8）通勤・通学人口及び昼間人口 2009 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/4/1静岡県勢要覧　平成19年度 2008 3 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 静岡県 2009/4/1統計グラフでみる奈良県　平成20年度版 2009 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 統計課 総務部 2009/4/1平成１９年商業統計表　第1巻　産業編（総括表） 2009 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2009/4/1平成１９年商業統計表　第2巻　産業編（都道府県表） 2009 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2009/4/1平成１９年商業統計表　第3巻　産業編（市区町村表） 2009 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2009/4/1平成１９年商業統計表　第4巻　品目編 2009 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2009/4/1平成１９年商業統計表　業態別統計編（小売業） 2009 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2009/4/1平成２０年度　学校保健統計調査報告書 2009 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2009/4/1文部科学統計要覧　平成21年版(2009) 2009 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2009/4/2奈良県の商業　―卸売業・小売業―（商業統計調査奈良県結果報告書）平成19年 2008 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2009/4/6奈良県文化財調査報告書　第129集(奈良市横田町所在　横井北樋口遺跡） 2008 12 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所奈良県文化財調査報告書　第128集(五條市岡町岡有家遺跡） 2009 1 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2009/4/8奈良県文化財調査報告書　第130集(奈良市此瀬町所在　此瀬五反田遺跡） 2008 12 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所奈良県文化財調査報告書　第131集（平城京左京三条三坊五・十二坪） 2008 12 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所奈良県文化財調査報告書　第132集(和田ワタナ遺跡・矢田原遺跡） 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2009/4/8奈良県文化財調査報告書　第133集(日笠花刈遺跡） 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2009/4/8奈良県文化財調査報告書　第134集(松山遺跡） 2009 2 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究奈良県文化財調査報告書　第135集(釜窪大谷東原古 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第32冊 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2009/4/8石を用いた鋳造の研究 2008 3 文化・教育・くらし創造部 その他の企画部出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 2009/4/8橿原考古学研究所年報　34　平成19年度 2009 1 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 2009/4/8下池山古墳の研究 2008 11 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2009/4/8ホケノ山古墳の研究 2009 4 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 教育委員会 2009/4/8橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第31冊 2008 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 生活文化 2009/4/8下池山古墳の研究 2008 11 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 教育委員会 2009/4/8奈良県高齢者保健福祉計画第３期介護保険事業支援計画　概要版 2006 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  福祉部 2009/4/8



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県国土利用計画　第四次 2009 4 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発  企画部 2009/4/8岡山県統計年報　平成19年 2009 3 都道府県 岡山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部平成21年地価公示 2009 4 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2009/4/9地価公示標準地の付近案内図　平成２１年 2009 4 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2009/4/9「第２７回全国都市緑化ならフェア」基本計画 2008 12 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画 奈良県 土木部 2009/4/13奈良県児童生徒の体力テスト調査報告書　平成２０年 2009 2 教育委員会 教委保健体育課 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2009/4/14平成２０年度　土地利用動向調査 2009 3 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 地域開発 奈良県企画部資源調整課 企画部 2009/4/14滋賀県勢要覧　平成20年版 2008 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 滋賀県 2009/4/15札幌市統計書　平成20年版 2009 3 都道府県 北海道 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 札幌市 総務部 2009/4/15平成18年　事業所・企業統計調査報告　第4巻　解説編　日本の事業所・企業 2009 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 事業所統計調査  総務部 2009/4/15ボランティア白書　2009　今後の地域福祉とボランティア 2009 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 社団法人日本青年奉仕協会（ＪＹＶ 2009/4/16観光の実態と志向　第２７回国民の観光に関する動向調査　平成２０年度版 2009 2 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人日本観光協会 2009/4/16学校教員統計調査報告書　平成19年度 2009 4 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2009/4/16消費者物価指数年報　平成20年 2009 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2009/4/17奈良県少子化実態調査結果報告書 2009 3 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 奈良県福祉部こども家庭局少子化対策室 福祉部 2009/4/22平成２０年度　奈良子育て支援の輪づくり事業報告書 2009 2 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 奈良県・結婚ワクワクこどもすくすく県民会議 福祉部 2009/4/22奈良県配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画（第二次） 2009 1 文化・教育・くらし創造部 こども家庭局こども家庭課 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 奈良県 福祉部 2009/4/22科学技術研究調査報告　平成20年 2009 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2009/4/23第95回　大阪市統計書　平成19年版 2008 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2009/4/23平成１９年商業統計表　流通経路別統計編（卸売業） 2009 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2009/5/8平成１９年全国物価統計調査報告　第１巻　調査方法の概要 2009 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2009/5/8平成１９年全国物価統計調査報告　第２巻　全国物価地域差指数編 2009 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2009/5/8平成17年国勢調査報告　第5巻　就業者の産業（小分類）・職業（小分類）　その2　都道府県・市区町村編03　岩手県 2009 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/5/8職員の期末手当及び勤勉手当に関する報告及び勧告（平成21年5月） 2009 5 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2009/5/13近畿農林水産統計　２００９ 2009 3 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 近畿農政局 総務部 2009/5/19第５６次　奈良農林水産統計年報 2009 3 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 奈良農林統計協会 総務部 2009/5/19



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日県議会時報なら（平成２０年１２月定例県議会）Ｎｏ．２３７ 2009 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2009/5/19平成17年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口　第1部　北海道・東北 2009 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2009/5/21交通事故統計　平成２１年４月末 2009 5 その他委員会など 警察本部 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通  その他委員会など 2009/5/22平成17年国勢調査報告　第6巻　その2　従業地・通学地による人口　第4部　近畿 2009 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2009/5/25平成17年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口　就業者の産業（中分類）・職業（中分類）〈抽出詳細集計〉　第3部　中部 2009 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/5/26平成２０年度事業概要 2009 5 文化・教育・くらし創造 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県女性セン 2009/5/26評価クォータリーＮＯ．９ 2009 4 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 総務部 2009/5/27奈良医学雑誌　第６０巻第１・２号 (Journal of NaraMedical Association) 2009 4 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2009/5/27（第293回県議会提出）平成20年度一般会計補正予算に関する説明書 2009 5 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2009/5/27第293回臨時県議会提出議案 2009 5 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/5/27平成17年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口　就業者の産業（中分類）・職業（中分類）〈抽出詳細集計〉　第5部　中国・四国 2009 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/5/27平成１７年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口Ⅲ　就業者の産業（中分類）・職業（中分類）〈抽出詳細集計〉　第6部　九州・沖縄 2009 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2009/5/29平成１9年商業統計表　立地環境特性別統計編（小売 2009 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2009/5/29平成17年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による人口　第2部　関東 2009 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2009/6/1行幸啓誌 2009 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2009/6/3人口・居住と自然 2009 4 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 人口一般 財団法人　統計情報研究開発セン 総務部 2009/6/9県民経済計算年報　平成21年版 2009 6 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済計算  総務部 2009/6/9産業活動分析　平成２１年１～３月期 2009 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向 経済産業省調査統計部 2009/6/16平成２１年２月第２９２回定例奈良県議会会議録 2009 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局 その他委員会など 2009/6/16（第294回定例県議会提出）平成21年度一般会計特別会計補正予算案その他 2009 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/6/19（第294回定例県議会提出）平成21年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2009 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/6/19奈良県出資法人（平成20年度業務報告・平成21年度事業計画） 2009 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2009/6/19第294回定例県議会提出 2009 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/6/19国民健康保険及び老人保健（医療）事業状況　平成19年度 2009 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険  福祉部 2009/6/23家計調査年報　平成20年　＜Ⅰ　家計収支編＞ 2009 5 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2009/7/2大阪市勢要覧　平成19年版 2008 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) その他統計資料 大阪市 総務部 2009/7/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日統計でみる市区町村のすがた　2009 2009 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2009/7/3奈良県農業総合センター業務年報　平成20年度 2009 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2009/7/6人口推計年報（平成20年10月1日現在推計人口） 2009 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2009/7/8奈良県の工業（平成１９年工業統計調査結果報告書） 2009 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 統計課 総務部 2009/7/8奈良県税務統計　平成19年度 2009 2 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2009/7/9研究紀要　第１４集 2009 7 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 教育委員会 2009/7/13源流・そのひとすじの流れと共に　吉野川・紀の川流域散歩 2009 3 奈良県市町村 川上村 行政資料 環境 自然保護 川上村広報編集委員会 2009/7/17季報　　情報公開　個人情報保護　ＶＯＬ．３３ 2009 6 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）行政管理研究センター 総務部 2009/7/22主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成19年度 2008 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2009/7/24主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成18年度  総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2009/7/24奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成21年3月31日現在） 2009 3 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2009/7/27平成２０年度　業務報告書 2009 4 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 奈良県立　橿原公苑 2009/7/28奈良県交通安全実施計画　平成21年度 2009 7 総務部 知事公室安心・安全まちづくり推進課 行政資料 防災・防犯 交通安全 奈良県交通安全対策会議 総務部 2009/7/28島根県勢要覧　平成19年版 2007 8 都道府県 島根県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 島根県統計協会 総務部 2009/7/31100の指標からみた奈良県勢　平成21年版 2008 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県知事公室統計課 総務部 2009/8/3卸売市場の概要　平成２１年６月 2009 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県中央卸売市場 農林部 2009/8/3奈良県の水道概要　平成19年度版 2009 文化・教育・くらし創造 食品・生活安全課 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2009/8/3業務報告　平成２０年度 2009 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2009/8/4奈良県勢要覧　2009 2009 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県総務部知事公室統計課 総務部 2009/8/5近畿の運輸行政　２００９ 2009 8 国関係機関 近畿地方運輸局 行政資料 交通・運輸・通信 運輸  2009/8/7全国知事・市町村長ファイル 2009-2010 2009 7 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 社団法人　地方行財政調査会 2009/8/11住民基本台帳人口移動報告年報　平成20年 2009 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2009/8/14奈良県国民保護計画 2009 3 総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 消防防災課 総務部 2009/8/21奈良県地域防災計画　震災対策計画編（平成20年修  総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  2009/8/21奈良県地域防災計画　基本計画編（平成20年修正）  総務部 消防防災課 行政資料 防災・防犯 消防・防災  総務部 2009/8/21STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2009 2009 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2009/9/1交通年鑑　平成20年 2009 9 その他委員会など 警察本部 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 奈良県警察本部 その他委員会など 2009/9/1平成２１年５月　第２９３回臨時奈良県議会会議録 2009 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務 2009/9/8



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日司法統計年報　平成19年　Ⅰ民事・行政編 2008 6 国関係機関 法務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 総務部 2009/9/14司法統計年報　平成19年　Ⅱ刑事編 2008 6 国関係機関 法務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 総務部 2009/9/14司法統計年報　平成19年　Ⅲ家事編 2008 6 国関係機関 法務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 総務部 2009/9/14司法統計年報　平成19年　Ⅳ少年編 2008 6 国関係機関 法務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 総務部 2009/9/14司法統計年報　平成20年　Ⅰ民事・行政編 2009 7 国関係機関 法務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 総務部 2009/9/14司法統計年報　平成20年　Ⅱ刑事編 2009 7 国関係機関 法務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 総務部 2009/9/14司法統計年報　平成20年　Ⅲ家事編 2009 7 国関係機関 法務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 総務部 2009/9/14司法統計年報　平成20年　Ⅳ少年編 2009 7 国関係機関 法務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 総務部 2009/9/14産業活動分析　平成２１年４～６月期 2009 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2009/9/15平成２１年６月第２９４回定例奈良県議会会議録 2009 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2009/9/15奈良医学雑誌　第６０巻第３・４号 (Journal of NaraMedical Association) 2009 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2009/9/16第295回定例県議会提出 2009 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/9/17島根県勢要覧　平成19年版 2008 8 都道府県 島根県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 島根県統計協会 総務部 2009/10/2職員の給与等に関する報告及び勧告（平成21年10月） 2009 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2009/10/5消費動向調査年報　平成２１年版 2009 9 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2009/10/5平成２０年工業統計速報 2009 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 経済産業省経済産業政策局調査統計部 総務部 2009/10/6家計調査年報　平成20年　＜貯蓄・負債編＞ 2009 8 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2009/10/9平成19年全国物価統計調査報告　第3巻　店舗価格編　その1　小売店舗価格に関する結果 2009 7 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2009/10/13平成19年全国物価統計調査報告　第3巻　店舗価格編　その2　特売価格関する結果 2009 7 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2009/10/13平成19年全国物価統計調査報告　第3巻　店舗価格編　その3　通信販売価格に関する結果 2009 7 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2009/10/13奈良県公共事業評価監視委員会 2009 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県技術管理 土木部 2009/10/13奈良県公共事業評価監視委員会 2009 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県技術管理 土木部 2009/10/13奈良県公共事業評価監視委員会 2009 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県技術管理 土木部 2009/10/13奈良県工業技術センター研究報告　№35 2009 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  2009/10/14業務報告　平成２０年度 2009 7 産業・観光・雇用振興 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業  商工労働部 2009/10/14評価クォータリーＮＯ．１０ 2009 10 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 総務部 2009/11/2静岡県のすがた　2008 2008 6 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 静岡県 総務部 2009/11/5静岡県のすがた　2007 2007 6 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 静岡県 総務部 2009/11/5福井県勢要覧　平成２０年版 2008 3 都道府県 福井県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2009/11/9データからみる日本の教育　２００８ 2009 6 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2009/11/11



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成２０年度環境調査報告書 2009 11 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2009/11/18犯罪統計書　平成２０年版 2009 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部 その他委員会など 2009/11/24平成20年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2009 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2009/11/25一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成20年度 2009 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2009/11/25奈良県歳入歳出決算報告書　平成20年度 2009 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2009/11/25市場年報　平成２０年度 2009 8 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (財)奈良県食肉公社 2009/11/25奈良県立医科大学概要　平成２１年度 2009 9 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2009/11/26指標からみた和歌山県のすがた 2009 9 都道府県 和歌山県 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 和歌山県企画部企画政策局調査統計課 2009/11/30平成２１年９月第２９５回定例奈良県議会会議録 2009 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2009/11/30（第296回定例県議会提出）平成21年度一般会計特別会計補正予算案その他 2009 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2009/11/30平成２１年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2009 10 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2009/12/1平成２１年度県民アンケート調査報告書 2009 10 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2009/12/1第59回　日本統計年鑑 2009 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2009/12/11産業活動分析　平成２１年７～９月期 2009 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2009/12/14山梨県統計年鑑　平成21年刊行 2009 11 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部 2009/12/16奈良県農業総合センター研究報告　第40号 2009 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2009/12/16県議会時報なら（平成２１年２月定例県議会）Ｎｏ．２３８ 2010 10 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2009/12/24県営水道事業年報　平成20年度 2010 1 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2010/1/6統計でみる日本　2010年版 2009 12 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 （財）日本統計協 総務部 2010/1/18地方公務員研究　Ｎｏ．９９ 2009 12 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般 地方公務員制度研究会 総務部 2010/1/18小売物価統計調査年報　平成20年 2009 11 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2010/1/20奈良県クリーニング師試験学科試験問題 平成16年 2010 1 文化・教育・くらし創造 健康安全局生活衛生 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2018/2/22評価クォータリーＮＯ．１２ 2010 1 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 （財）行政管理研究センター 総務部 2010/2/2社会保障年鑑　2009年版 2009 4 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 社会保険 柴生田晴四 2010/2/3女性労働の分析 2008年 2009 5 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 （財）２１世紀職業財団 2010/2/3環境・リサイクル施策データブック 2009～国･自治体の「環境」･「エネルギー」･「バイオマス」関連施策等～ 2009 8 その他 その他団体等 行政資料 環境 環境保全一般 （有）オフィスゼロ 2010/2/3厚生統計要覧　平成20年度 2009 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)厚生統計協会 2010/2/3労働統計要覧　平成20年度 2009 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 蔦友印刷（株） 2010/2/3道路行政　平成20年度 2009 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 道路 全国道路利用者会議 2010/2/3精神保健福祉白書　2010年版 2009 12 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 荘村明彦 2010/2/3住宅経済データ集　2009年度版 2009 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 住宅 住宅 ㈱住宅産業新聞 2010/2/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日保険と年金の動向（厚生の指標 臨時増刊･第56巻第14号･通巻885号）2009年 2009 11 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 (財)厚生統計協会 2010/2/3平成２１年度版　環境白書 2009 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  2010/2/3ＪＮＴＯ訪日外客訪問地調査2007-2008 2009 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 財団法人　国際観光サービスセンター（ＩＴＣＪ） 2010/2/3都市交通年報　平成20年版 2009 5 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2010/2/3香川県統計年鑑　平成21年刊行 2009 12 都道府県 香川県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部 2010/2/4住民基本台帳人口要覧　平成２１年版 2009 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会 2010/2/4労働経済白書　平成21年版 2009 6 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 日経印刷(株) 2010/2/4警察白書　平成21年版 2009 7 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 ㈱ぎょうせい 2010/2/4食料需給表　平成19年度 2009 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 （財）農林統計協会 2010/2/4青少年白書　平成21年版 2009 8 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 日経印刷(株) 2010/2/4土地白書　平成21年版 2009 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 日経印刷（株） 2010/2/4日本の防衛　防衛白書　平成21年版 2009 7 国関係機関 防衛庁(防衛施設庁を含む) 行政資料 総合行政 行政一般 株式会社ぎょうせい 2010/2/4我が国の人口動態　平成21年 2009 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 厚生労働省大臣官房統計情報部 福祉部 2010/2/4海上保安レポート　2009 2009 5 国関係機関 海上保安庁 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 蔦友印刷(株) 2010/2/4平成２０年簡易生命表 2009 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 2010/2/4防災白書　平成21年版 2009 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2010/2/4交通安全白書　平成21年版 2009 6 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全 内閣府 2010/2/4犯罪白書　平成21年版 2009 11 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  2010/2/4文部科学白書　平成20年度 2009 7 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般  2010/2/4平成21年度　食料・農業・農村白書 2009 5 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2010/2/5平成19年度　全国観光動向　－都道府県別観光地入込客統計－ 2010 7 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人　日本観光協会 2010/2/5原子力安全白書（平成19・20年版） 2019 3 その他 その他団体等 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  2010/2/5中小企業白書　2009年版 2010 6 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 財団法人経済産業調査会 2010/2/5平成21年版　情報通信白書 2009 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  2010/2/5平成21年版　森林・林業白書 2009 5 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 社団法人　日本林業協会 2010/2/5国土交通白書　2009 2009 4 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2010/2/5平成19年度　社会福祉行政業務報告 2009 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) 財団法人　厚生統計協会 2010/2/5住民基本台帳及び外国人登録に基づく奈良県年齢別人口（平成21年10月1日現在） 2009 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2010/2/5個人情報の保護に関する法律施行状況の概要 2009 11 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 消費者庁 総務部 2010/2/16鹿児島のすがた2009 2009 都道府県 鹿児島県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 鹿児島県 総務部 2010/2/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成２１年１１月第２９６回定例奈良県議会会議録 2010 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2010/2/24知事提出議案説明要旨（第297回定例県議会） 2010 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2010/2/26（第274回定例県議会提出）平成22年度一般会計特別会計予算案 2010 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 予算・決算  総務部 2010/2/26平成22年度一般会計特別会計予算案の概要 2009 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2010/2/26（第297回定例県議会提出）平成22年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2010 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2010/2/26(第297回定例県議会提出)　条例その他予算外議案 2009 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2010/2/26（第297回定例県議会提出）平成21年度一般会計特別会計補正予算案 2010 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2010/2/26（第297回定例県議会提出）奈良県協働推進指針 2010 2 文化・教育・くらし創造部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般 奈良県くらし創造部協働推進課 生活環境部 2010/2/26奈良県産業連関表　平成17年 2010 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 産業関連表  総務部 2010/2/26長崎県勢要覧　平成20年版 2009 2 都道府県 長崎県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 長崎県 総務部 2010/3/3社会生活統計指標（都道府県の指標）2010 2010 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2010/3/3平成19年度　奈良県県民経済計算報告書 2010 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2010/3/5地方公務員研究　Ｎｏ．１００ 2010 3 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般 地方公務員制度研究会 総務部 2010/3/5（第297回定例県議会提出）平成21年度補正予算案その他（追加提案分） 2010 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2010/3/10季報　　情報公開　個人情報保護　ＶＯＬ．３６ 2010 5 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）行政管理研究センター 総務部 2010/3/15（第297回定例県議会提出）平成21年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2010 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2010/3/15（第296回定例県議会提出）平成21年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2009 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2010/3/15季報　　情報公開　個人情報保護　ＶＯＬ．３５ 2009 12 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）行政管理研究センター 総務部 2010/3/17県議会時報なら（平成２１年５月臨時県議会　６月定例県議会）Ｎｏ．２３９ 2009 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2010/3/17県議会時報なら（平成２１年９月定例県議会）Ｎｏ．２４０ 2010 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2010/3/17国会便覧（平成22年2月新版） 2010 2 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 (有)日本政経新聞社 2010/3/17表とグラフでみる　日本のすがた２０１０ 2010 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記  2010/3/17奈良県の公共用地の取得に伴う損失補償基準及び損失補償基準細則 2009(2019年10月再発行) 4 県土マネジメント部 用地対策課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  土木部 2010/3/25第三十一回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2010 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 青少年育成奈良県民会議 福祉部 2010/3/26第三十回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2009 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 青少年育成奈良県民会議 福祉部 2010/3/26平成１９年度　奈良県市町村民経済計算報告書 2010 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2010/3/26奈良県市町村要覧　平成２１年度 2010 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  2010/3/26奈良県産業連関表　平成７年 2000 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 産業関連表  総務部 2010/3/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査の記録（平成21年8月30日執行） 2010 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙  その他委員会など 2010/4/1静岡県勢要覧　平成20年度 2009 3 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 静岡県 2010/4/1兵庫県勢要覧　２００９ 2009 3 都道府県 兵庫県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2010/4/1統計でみる都道府県のすがた　2010 2010 3 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2010/4/1第５７次　奈良農林水産統計年報 2010 3 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 奈良農林統計協会 総務部 2010/4/1平成20年度　県勢ダイジェスト　山梨県 2009 3 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部 2010/4/1奈良県薬事年報　VOL.57　平成20年12月 2008 12 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2010/4/2奈良県薬事年報　VOL.58　平成21年12月 2009 12 福祉医療部 健康安全局薬務課 行政資料 保健衛生 薬事  2010/4/2平成17年国勢調査最終報告書　日本の人口（上巻解説・資料編） 2010 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2010/4/5平成17年国勢調査最終報告書　日本の人口（下巻統計表編） 2010 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2010/4/5奈良県保健医療計画　平成22年４月 2010 4 福祉医療部 健康安全局地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 福祉部 2010/4/5県内企業の社会貢献活動及び協働の実態調査　調査結果報告書 2009 12 文化・教育・くらし創造部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般 くらし創造部協働推進課 生活環境部 2010/4/6県内大学の社会貢献活動及び協働の実態調査　調査結果報告書 2009 12 文化・教育・くらし創造部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般 くらし創造部協働推進課 生活環境部 2010/4/6自治会の活動及び協働の実態調査　調査結果報告書 2009 12 文化・教育・くらし創造部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般 くらし創造部協働推進課 生活環境部 2010/4/6協働推進指針作成基礎調査　調査結果報告書　概要版 2009 12 文化・教育・くらし創造部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般 くらし創造部協働推進課 生活環境部 2010/4/6ボランティア・ＮＰＯの活動及び協働の実態調査　調査結果報告書 2009 12 文化・教育・くらし創造部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般 くらし創造部協働推進課 生活環境部 2010/4/6「地域の教育力」を高めるための方策について　とりまとめ（概要版） 2009 12 文化・教育・くらし創造部 協働推進課 行政資料 教育 教育一般 くらし創造部協働推進課 生活環境部 2010/4/6奈良県協働推進指針 2010 4 文化・教育・くらし創造部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般 くらし創造部協働推進課 生活環境部 2010/4/6ならボランティア・ＮＰＯガイドブック 2010 3 文化・教育・くらし創造部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般 くらし創造部協働推進課 生活環境部 2010/4/6ならボランティア・ＮＰＯガイドブック　＜別冊＞ 2010 3 文化・教育・くらし創造部 協働推進課 行政資料 生活文化 生活文化一般 くらし創造部協働推進課 生活環境部 2010/4/6平成20年度　地方教育費調査報告書（平成19会計年 2010 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2010/4/7平成２１年度　学校保健統計調査報告書 2010 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2010/4/7文部科学統計要覧　平成22年版(2010) 2010 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2010/4/7子どもの学習費調査報告書　平成20年度 2010 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  2010/4/7平成２０年　工業統計表　産業編　(概要版) 2010 2 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査  総務部 2010/4/8公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成22年度  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2010/4/8指数の作成と利用　鉱工業指数読本 2010 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2010/4/9平成22年地価公示 2010 4 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2010/4/9地価公示標準地の付近案内図　平成２２年 2010 4 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2010/4/9



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日産業活動分析　平成２１年年間回顧 2010 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向 経済産業省経済産業政策局調査統計部 総務部 2010/4/13近畿農林水産統計　２０１０ 2010 3 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 近畿農政局 総務部 2010/4/19十津川村勢要覧 2010 3 奈良県市町村 十津川村 行政資料 総合行政 行政一般 十津川村役場 2010/4/20青少年が健やかに育つこと（平成２１年版） 2009 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県・奈良県教育委員会・奈良県警察・青少年育成奈良県民会議 福祉部 2010/4/21青少年が健やかに育つこと（平成２２年版） 2010 4 福祉医療部 こども家庭局青少年課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県・奈良県教育委員会・奈良県警察・青少年育成奈良県民会議 福祉部 2010/4/21利用ガイド(県立野外活動センター) 2010 1 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 社会教育 奈良県立青少年野外活動センター 教育委員会 2010/4/21消費者物価指数年報　平成21年 2010 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2010/4/22租税史料年報　平成20年度版 2010 4 その他 その他団体等 行政資料 税・財政 税・財政一般 税務大学校 総務部 2010/4/26平成21年版　日本の水資源 2009 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源  2010/4/28奈良県の水道概要　平成20年度版 2010 文化・教育・くらし創造部 健康安全局消費・生活安全課 行政資料 建設 上下水道  福祉部 2010/4/28平成２1年度版　環境白書　２００９ 2010 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 生活環境部 2010/4/28第96回　大阪市統計書　平成20年版 2009 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2010/5/10平成21年度障害者及び高齢者の生活・介護等に関する実態調査（障害者実態調査）調査結果報告書 2009 11 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2010/5/10奈良県障害者計画 2010 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2010/5/10大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き－毎月勤労統計調査地方調査・特別調査結果年報－平成19年 2008 12 都道府県 大分県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 大分県企画振興部統計調査課 総務部 2010/5/11毎月勤労統計調査地方調査結果年報 2009 2 都道府県 徳島県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 徳島県県民環境部統計調査課 総務部 2010/5/11毎月勤労統計調査地方調査年報（岡山県の賃金・労働時間・雇用の動き）平成21年 2010 3 都道府県 岡山県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 岡山県企画振興部統計管理課 総務部 2010/5/11北海道の賃金・労働時間及び雇用の動き　毎月勤労統計調査地方調査年報　平成20年 2009 5 都道府県 北海道 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 北海道総合政策部地域行政局統 総務部 2010/5/11毎月勤労統計調査地方調査年報（岡山県の賃金・労働時間・雇用の動き）平成20年 2009 3 都道府県 岡山県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 岡山県企画振興部統計管理課 総務部 2010/5/11毎月勤労統計調査地方調査年報　平成20年 2009 3 都道府県 高知県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 高知県政策企画部 総務部 2010/5/11山形県の賃金、労働時間及び雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査結果報告書）平成20年 2009 12 都道府県 山形県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 山形県総務部総合政策室 総務部 2010/5/11毎月勤労統計調査地方調査年報（賃金・労働時間・雇用の動き）平成20年　愛媛県 2009 10 都道府県 愛媛県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 愛媛県企画情報部長 総務部 2010/5/11大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き－毎月勤労統計調査地方調査・特別調査結果年報－平成20年 2009 12 都道府県 大分県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 大分県企画振興部統計調査課 総務部 2010/5/11



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良医学雑誌　第６１巻第１・２号 (Journal of NaraMedical Association) 2010 4 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良県立医科大学 福祉部 2010/5/11毎月勤労統計調査地方調査年報（岡山県の賃金・労働時間・雇用の動き）平成20年 2009 11 都道府県 岡山県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 岡山県企画振興部統計管理課 総務部 2010/5/11平成２１年度　研究紀要　研究集録　第１７号 2010 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2010/5/19県議会時報なら（平成２１年９月定例県議会）Ｎｏ．２４１ 2010 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2010/5/24いわて統計白書２００８　グラフでみる夢県土いわて 2008 3 都道府県 岩手県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2010/5/26研究紀要　第１５集 2010 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 生活文化一般 （財）由良大和古代文化研究協会 教育委員会 2010/5/26平成21年度「大和伝統野菜」調査推進事業　大和伝統野菜調査報告書 2009 11 食と農の振興部 マーケティング課 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県農林部マーケティング課 農林部 2010/5/27平成２２年２月第２９７回定例奈良県議会会議録 2010 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2010/6/3平成２１年度事業概要 2010 5 文化・教育・くらし創造 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県女性セン 生活環境部 2010/6/3第298回定例県議会提出 2010 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2010/6/4奈良県出資法人（平成21年度業務報告・平成22年度事業計画） 2010 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2010/6/4平成２０年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査年報） 2009 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2010/6/10産業活動分析　平成２２年１～３月期 2010 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2010/6/15平成21年度食料・農業・農村の動向　　平成22年度食料・農業・農村施策　概要 2010 6 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2010/6/22平成21年度食料・農業・農村の動向　　平成22年度食料・農業・農村施策 2010 6 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2010/6/22橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第33冊 2010 1 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23橿原考古学研究所年報　35　平成20年度 2010 2 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 2010/6/23橿原考古学研究所調査報告　第104冊（保津・宮古遺跡第10・11次調査報告） 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2010/6/23橿原考古学研究所調査報告　第105冊（四条遺跡Ⅰ） 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23橿原考古学研究所調査報告　第106冊（四条遺跡Ⅱ） 2010 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23奈良県文化財調査報告書　第136集(奈良市平城京朱雀大路・下ツ道） 2010 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2010/6/23奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2008年 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23奈良県遺跡調査概報（第二分冊）2008年 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23奈良県遺跡調査概報（第三分冊）2008年 2009 12 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2009年度 2010 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23奈良県遺跡調査概報（第二分冊）2009年度 2010 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23古墳時代におけるコウヤマキ材の利用実態に関する総合的研究 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2010/6/23山岳信仰の考古学的研究 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23鏡笵研究　Ⅳ 2009 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23中国拓本資料目録 2009 7 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学協会 2010/6/23奈良県立畝傍高等学校（旧制畝傍中学校）所蔵考古資料目録Ⅰ 2009 7 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学協会 2010/6/23橿原考古学研究所公開講演会（平城遷都） 2009 11 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2010/6/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日季報　　情報公開　個人情報保護　ＶＯＬ．３８ 2010 9 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）行政管理研究センター 総務部 2010/7/1家計調査年報　平成21年　＜Ⅰ　家計収支編＞ 2010 5 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2010/7/1統計でみる市区町村のすがた　2010 2010 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2010/7/1地方公務員研究　Ｎｏ．１０１ 2010 6 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般 地方込む院制度研究会 総務部 2010/7/5卸売市場の概要 2010 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県中央卸売市場 農林部 2010/7/5奈良県統計年鑑　平成21年度 2010 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2010/7/6奈良県の工業（平成２０年工業統計調査結果報告書） 2010 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 統計課 総務部 2010/7/6県民経済計算年報　平成22年版 2010 7 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済計算  総務部 2010/7/7人口推計（平成21年10月1日現在） 2010 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2010/7/16高齢者福祉対策の概要　平成22年度  福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  福祉部 2010/7/23大和を掘る２８ 2010 7 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所附属博物 2010/7/26国民健康保険事業状況 2010 7 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険 奈良県健康福祉部保険指導課 福祉部 2010/7/26業務報告　平成21年度 2010 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2010/8/4奈良県森林技術センター研究報告　第39号 2010 2 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2010/8/4100の指標からみた奈良県勢　平成22年版 2010 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県知事公室統計課 総務部 2010/8/4裁判所デ－タブック　2010 2010 国関係機関 裁判所 行政資料 総合行政 行政一般  2010/8/9平成21年　司法統計年報　１民事・行政編 2010 6 国関係機関 裁判所 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 2010/8/9平成21年　司法統計年報　２刑事編 2010 6 国関係機関 裁判所 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 2010/8/9平成21年　司法統計年報　３家事編 2010 6 国関係機関 裁判所 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 2010/8/9平成21年　司法統計年報　４少年編 2010 6 国関係機関 裁判所 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 2010/8/9近畿の運輸行政　２０１０ 2010 8 国関係機関 近畿地方運輸局 行政資料 交通・運輸・通信 運輸 国土交通省近畿運輸局 2010/8/10住民基本台帳人口移動報告年報　平成21年 2010 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口  総務部 2010/8/11奈良県農業総合センター業務年報　平成21年度 2010 4 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2010/8/30奈良県農業総合センター研究報告　第41号 2010 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2010/8/30市場年報　平成２１年度 2010 8 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (財)奈良県食肉公社 2010/8/31消費動向調査年報　平成２２年版 2010 9 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 家計・消費  総務部 2010/9/6STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2010 2010 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2010/9/8平成２２年５月第２９８回定例奈良県議会会議録 2010 5 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2010/9/9



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日家計調査年報　平成21年　＜貯蓄・負債編＞ 2010 8 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2010/9/10奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成22年3月31日現在） 2010 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2010/9/10第299回定例県議会提出 2010 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2010/9/13奈良医学雑誌　第６１巻第３・４号 (Journal of NaraMedical Association) 2010 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2010/9/15主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成２１年度 2010 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2010/9/27モノまんだら　クジ・袋（奈良県立民俗博物館２０１０年企画展図録） 2010 4 文化・教育・くらし創造部 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2010/9/28奈良県勢要覧　2010 2010 9 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県総務部知事公室統計課 総務部 2010/10/4平成２１年工業統計速報 2010 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 経済産業省経済産業政策局調査統計部 総務部 2010/10/4小売物価統計調査年報　平成21年 2010 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2010/10/6職員の給与等に関する報告及び勧告（平成22年10月） 2010 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2010/10/7平成22年版　在留外国人統計 2010 9 国関係機関 法務省 統計資料 人口・世帯 人口一般  2010/10/8地方公務員研究　Ｎｏ．１０２ 2010 9 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般 地方込む院制度研究会 総務部 2010/10/12交通年鑑　平成21年 2010 9 その他委員会など 警察本部 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 奈良県警察本部 その他委員会など 2010/10/18大和考古資料目録　橿原遺跡資料　古代編　第２８集 2010 7 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所附属博物館 教育委員会 2010/10/18奈良時代の匠たち　ー大寺建立の考古学ー 2010 10 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所附属博物館 教育委員会 2010/10/18国会便覧（平成22年8月新版） 2010 8 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 (有)日本政経新聞社 2010/11/8ジェンダー白書７　結婚 2010 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2010/11/8国民医療費　平成19年度 2010 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 財団法人　厚生統計協会 福祉部 2010/11/8観光の実態と志向　第２８回国民の観光に関する動向調査　平成２１年度版 2010 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人日本観光協会 2010/11/8読売年鑑　2010年版 2010 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2010/11/8読売年鑑　2010年版　別冊　分野別人名録 2010 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2010/11/8平成２１年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査年報） 2010 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2010/11/8平成２２年９月第２９９回定例奈良県議会会議録 2010 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2010/11/26個人企業経済調査報告（構造編）　平成21年 2010 10 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2010/11/26第３００回定例県議会　提出 2010 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2010/11/30奈良県工業技術センター研究報告　№36 2010 6 産業・観光・雇用振興部 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業 奈良県工業技術センター 2010/12/1業務報告　平成２１年度 2010 7 産業・観光・雇用振興部 工業技術センター 行政資料 産業経済 商・鉱工業 奈良県工業技術センター 商工労働部 2010/12/1



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日統計グラフでみる奈良県　平成21年度版 2010 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 統計課 総務部 2010/12/1平成２２年度県民アンケート調査報告書 2010 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2010/12/1平成２２年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2010 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2010/12/1県営水道事業年報　平成21年度 2010 12 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2010/12/2平成21年度　財産に関する調書（土地開発基金運用状況調書　美術品等取得基金運用状況調書） 2010 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2010/12/6一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成21年度 2010 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2010/12/6奈良県歳入歳出決算報告書　平成21年度 2010 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2010/12/6個人情報保護に関する法律リーフレット（消費者庁） 2010 12 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 消費者庁 2010/12/10個人情報の保護に関する法律リーフレット  国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 消費者庁 総務部 2010/12/13山梨県統計年鑑　平成22年刊行 2010 11 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部 2010/12/13指標からみた和歌山県のすがた 2010 10 都道府県 和歌山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 和歌山県企画部企画政策局調査統計課 総務部 2010/12/13産業活動分析　平成２２年７～９月期 2010 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  総務部 2010/12/13平成２０年度県民アンケート調査報告書 2008 9 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2010/12/14平成２０年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2008 9 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2010/12/14第60回　日本統計年鑑 2010 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2010/12/20環境調査報告書（水質編）平成21年度 2010 12 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2010/12/21個人情報の保護に関する法律施行状況の概要 2010 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 消費者庁 総務部 2010/12/21北海道の賃金・労働時間及び雇用の動き　毎月勤労統計調査地方調査年報　平成21年 2010 6 都道府県 北海道 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 北海道総合政策部地域行政局統 総務部 2010/12/28毎月勤労統計調査地方調査年報（賃金・労働時間・雇用の動き）平成21年　愛媛県 2010 7 都道府県 愛媛県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 愛媛県企画情報部長 総務部 2010/12/28毎月勤労統計調査地方調査年報　平成21年 2010 3 都道府県 高知県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 高知県政策企画部 総務部 2010/12/28大分県の賃金・労働時間及び雇用の動き－毎月勤労統計調査地方調査・特別調査結果年報－平成19年 2008 12 都道府県 大分県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 大分県企画振興部統計調査課 総務部 2010/12/28毎月勤労統計調査地方調査年報（岡山県の賃金・労働時間・雇用の動き）平成21年 2010 12 都道府県 岡山県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 岡山県企画振興部統計管理課 総務部 2010/12/28季報　　情報公開　個人情報保護　ＶＯＬ．３９ 2010 12 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 （財）行政管理研究センター 総務部 2011/1/6奈良医学雑誌　第６１巻第５・６号 (Journal of NaraMedical Association) 2010 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2011/1/11地方公務員研究　Ｎｏ．１０３ 2010 12 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般 地方込む院制度研究会 総務部 2011/1/17毎月勤労統計調査結果報告　平成21年　山梨県　地方調査 2010 10 都道府県 山梨県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2011/1/19主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成２０年度 2009 4 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部財政課 総務部 2011/1/25平成20年度　奈良県県民経済計算報告書 2011 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2011/1/31第三十二回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2011 文化・教育・くらし創造部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 青少年育成奈良県民会議 生活環境部 2011/2/1



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日県議会時報なら（平成２２年２月定例県議会）Ｎｏ．２４２ 2010 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2011/2/7県議会時報なら（平成２２年５月定例県議会）Ｎｏ．２４３ 2010 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2011/2/7近畿運輸局業務概要 2011 2 国関係機関 近畿地方運輸局 行政資料 交通・運輸・通信 運輸 近畿運輸局 2011/2/22平成２２年１１月第３００回定例奈良県議会会議録 2011 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2011/2/22（第３０１回定例県議会提出）平成23年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2011 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2011/2/23平成23年度一般会計特別会計予算案の概要 2011 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2011/2/23地方公務員研究　Ｎｏ．１０４ 2011 3 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般 地方込む院制度研究会 総務部 2011/2/28統計基準年報　平成21年度 2010 12 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 産業分類・統計調査総覧等 総務省 総務部 2011/3/2季報　　情報公開　個人情報保護　2011/3  Vol.40 2011 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 (財)行政管理研究センター 2011/3/3社会生活統計指標（都道府県の指標）2011 2011 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2011/3/9第59回　愛知県統計年鑑　平成22年度刊 2011 3 都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛知県 総務部 2011/3/17参議院議員通常選挙の記録（平成22年7月11日執行） 2010 7 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  その他委員会など 2011/3/17県議会時報なら（平成２２年９月定例県議会）Ｎｏ．２４４ 2011 1 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2011/3/18県議会時報なら（平成２２年１１月定例県議会）Ｎｏ．２４５ 2011 3 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2011/3/18平成２１年　徳島県統計書 2011 3 都道府県 徳島県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 徳島県 総務部 2011/3/18高等学校における統計教育実態調査　調査結果報告 2011 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化 統計課 総務部 2011/3/18平成２１年　工業統計表　産業編　(概要版) 2011 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 経済産業省 総務部 2011/3/28県民経済計算報告書 2011 3 都道府県 高知県 統計資料 経済 経済計算 高知県総務部統計課 総務部 2011/3/31産業活動分析　平成２２年年間回顧 2011 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向 経済産業省経済産業政策局調査統計部 総務部 2011/3/31世界の統計　2011年版 2011 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2011/4/1大和郡山の祭りと行事 2011 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教  企画部 2011/4/4保険と年金の動向　第57巻第16号2010/2011 2010 12 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 (財)厚生統計協会 2011/4/5住宅経済データ集　2010年度版 2010 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 住宅 住宅 ㈱住宅産業新聞 2011/4/5環境・リサイクル施策データブック 2010 2010 8 その他 その他団体等 行政資料 環境 環境保全一般 （有）オフィスゼロ 2011/4/5都市交通年報　平成21年版 2010 8 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2011/4/5地方財政白書　平成22年版 2010 3 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政 日経印刷（株） 2011/4/5労働統計要覧　平成21年度 2010 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計)  2011/4/5ライフデザイン白書 2010 12 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 生活文化一般 第一生命経済研究所 2011/4/5



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日厚生統計要覧　平成21年度 2010 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)厚生統計協会 2011/4/5道路行政　平成21年度 2010 3 その他 その他団体等 行政資料 建設 道路 全国道路利用者会議 2011/4/5土地白書　平成22年版 2010 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 日経印刷(株) 2011/4/5環境白書　平成22年版 2011 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  生活環境部 2011/4/5文部科学白書　平成21年度 2010 7 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般  2011/4/5犯罪白書　平成22年版 2010 11 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  2011/4/5平成22年版　食料・農業・農村白書 2010 5 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2011/4/5平成20年度　食料需給表 2010 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 （財）農林統計協会 2011/4/5平成20年度　全国観光動向　都道府県別観光地入込客統計 2011 7 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人　日本観光協会 2011/4/5労働経済白書　平成22年版 2010 6 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 日経印刷（株） 2011/4/5兵庫県勢要覧　２０１０ 2011 3 都道府県 兵庫県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2011/4/6国土交通白書　2010 2010 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2011/4/6我が国の人口動態　平成22年 2010 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 財団法人　厚生統計協会 2011/4/6防災白書　平成22年版 2010 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2011/4/6女性労働の分析 2009年 2010 5 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 （財）２１世紀職業財団 2011/4/6平成22年版　情報通信白書 2010 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  2011/4/6精神保健福祉白書　2011年版 2010 12 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 荘村明彦 2011/4/6子ども・若者白書　平成22年版 2010 12 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2011/4/6交通安全白書　平成22年版 2010 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全 内閣府 2011/4/6消防白書　平成22年版 2010 11 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 消防・防災  2011/4/6中小企業白書　2010年版 2010 7 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 財団法人経済産業調査会 2011/4/6平成22年版　森林・林業白書 2010 6 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 社団法人　日本林業協会 2011/4/6平成20年度　社会福祉行政業務報告 2010 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 福祉 福祉一般(統計) 財団法人　厚生統計協会 2011/4/6住民基本台帳人口要覧　平成２２年版 2010 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会 2011/4/6平成２１年簡易生命表 2010 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 2011/4/6警察白書　平成22年版 2010 7 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 ㈱ぎょうせい 2011/4/6奈良県税務統計　平成２１年度 2011 2 総務部 税務課 統計資料 行財政 財務(統計)  総務部 2011/4/6奈良県　安全で安心して暮らせるまちづくりの推進計画 2011 4 総務部 知事公室安心・安全まちづくり推進課 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 奈良県 総務部 2011/4/7研究紀要　第17集 2012 5 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2011/4/11奈良県自転車利用促進計画 2010 12 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県 2011/4/11公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成14年度  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成15年度  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成16年度  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成17年度  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成18年度  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成19年度  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成20年度  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11公共用水域及び地下水の水質測定計画　平成21年度  水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2011/4/11平成22年度　県勢ダイジェスト　山梨県 2011 3 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部 2011/4/11兵庫県統計書　平成２１年 2011 3 都道府県 兵庫県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 兵庫県 総務部 2011/4/11岡山県統計年報　平成21年 2011 3 都道府県 岡山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部 2011/4/11鳥取県統計年鑑　平成20・21年 2011 2 都道府県 鳥取県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部 2011/4/11平成21年　茨城県統計年鑑 2010 7 都道府県 茨城県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 茨城県企画部統計課 総務部 2011/4/11毎月勤労統計調査地方調査年報（岡山県の賃金・労働時間・雇用の動き）平成21年 2011 3 都道府県 岡山県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 岡山県総合政策局統計調査課 総務部 2011/4/12消費者物価指数年報　平成22年 2011 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2011/4/18平成22年度　奈良県看護職員の多様な働き方実現支援事業　～多様な働き方実現モデル病院　事例集 2011 4 福祉医療部 健康安全局地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2011/4/18静岡県勢要覧　平成22年度 2011 3 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 静岡県 2011/4/192011みやぎのすがた　宮城県勢要覧 2011 3 都道府県 宮城県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 宮城県 総務部 2011/4/19平成23年地価公示 2011 4 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2011/4/22日本の統計　2011年版 2011 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2011/4/25統計でみる都道府県のすがた　2011 2011 3 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2011/4/26授産品カタログ「nara temono」 2011 3 福祉医療部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉 奈良県 福祉部 2011/4/26大阪府統計年鑑　平成21年度 2010 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪府総務部統計課 総務部 2011/4/28行啓誌 2011 2 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2011/5/9行啓誌 2010 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2011/5/9行啓誌 2011 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2011/5/9第86回　神戸市統計書（平成21年度版） 2010 3 都道府県 兵庫県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 神戸市 総務部 2011/5/10第97回　大阪市統計書　平成21年版 2010 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2011/5/10奈良県都市計画区域　マスタープラン 2011 5 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画 奈良県 2011/5/12奈良県都市計画区域　マスタープラン　概要版 2011 5 県土マネジメント部 都市計画課 行政資料 建設 都市計画 奈良県 2011/5/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良医学雑誌　第６２巻第１・２号 (Journal of NaraMedical Association) 2011 4 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2011/5/17奈良市　コナベ古墳外堤・大和２６号墳・松林苑第１０７次 2011 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 総務部 2011/5/19奈良県議会議員名簿　2011 2011 5 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局 その他委員会など 2011/5/20平成２２年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査年報） 2011 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2011/5/23第301回定例県議会提出  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2011/5/23第302回定例県議会  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2011/5/23奈良県市町村要覧　平成２２年度 2011 4 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  2011/5/30業務概要　平成23年度 2011 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記 統計課 総務部 2011/5/31平成２２年度　研究紀要　研究集録　第１８号 2011 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2011/6/3平成２３年２月第３０１回定例奈良県議会会議録 2011 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2011/6/13平成２２年度版　環境白書　２０１０ 2011 6 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 生活環境部 2011/6/15奈良県の工業（平成２１年工業統計調査結果報告書） 2011 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 統計課 総務部 2011/6/20産業活動分析　平成２３年１～３月期 2011 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2011/6/21奈良県出資法人（平成22年度業務報告・平成23年度事業計画） 2011 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2011/6/21第５８次　奈良農林水産統計年報 2011 3 国関係機関 近畿農政局以外の農林水産省所管地方支分部局 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 近畿農政局奈良農政事務所 総務部 2011/6/21第303回定例県議会  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2011/6/21卸売市場の概要 2011 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2011/6/22国民健康保険事業状況 2011 6 福祉医療部 保険指導課 行政資料 社会福祉 社会保険 奈良県健康福祉部保険指導課 福祉部 2011/6/27奈良県の水道概要　平成21年度版 2011 県土マネジメント部 資源調整課 行政資料 建設 上下水道 奈良県地域振興部地域政策課 2011/6/27平成２２年度事業概要 2011 6 文化・教育・くらし創造 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県女性セン 生活環境部 2011/6/28統計でみる市区町村のすがた　2010 2011 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2011/6/30北海道の賃金・労働時間及び雇用の動き　毎月勤労統計調査地方調査年報　平成22年 2011 6 都道府県 北海道 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 北海道総合政策部地域行政局統 総務部 2011/6/30家計調査年報　平成22年　＜Ⅰ　家計収支編＞ 2011 5 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2011/7/4高齢者福祉対策の概要　平成23年度  福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  福祉部 2011/7/4奈良県統計年鑑　平成22年度 2011 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2011/7/6平成２３年５月　第３０２回臨時奈良県議会会議録 2011 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務 2011/7/7平成22年国勢調査　調査結果の利用案内 2011 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2011/7/20平城京レポート 2011 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 一般 日本と東アジアの未来を考える委員 2011/7/20平城遷都１３００年記念【平城京レポート】 2011 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 日本と東アジアの未来を考える委員 2011/7/21平成19年全国物価統計調査報告　第４巻　日本の物価構造（解説編） 2010 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2011/7/21



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日個人企業経済調査報告（動向編）　平成22年1～3月期及び平成21年 2011 6 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2011/7/26個人企業経済調査報告（動向編）　平成22年4～6月 2011 6 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2011/7/26個人企業経済調査報告（動向編）　平成22年7～9月 2011 6 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2011/7/26個人企業経済調査報告（動向編）　平成22年10～12 2011 6 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2011/7/26奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成23年3月31日現在） 2011 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2011/7/26100の指標からみた奈良県勢　平成23年版 2011 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県知事公室統計課 総務部 2011/8/2商業販売統計年報　平成22年 2011 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2011/8/5こんにちは県議会です 2011 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2011/8/9業務報告　平成22年度 2011 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2011/8/11住民基本台帳人口移動報告年報 2011 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省総計局 総務部 2011/8/24平成２２年度　学校保健統計調査報告書 2011 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2011/8/25科学技術研究調査報告　平成22年 2011 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2011/8/25県民経済計算年報　平成23年版 2011 8 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済計算  総務部 2011/9/6家計調査年報　平成22年　＜Ⅱ貯蓄・負債編＞ 2011 8 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2011/9/12個人企業経済調査報告（動向編）　平成23年1～3月期及び平成22年度 2011 7 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2011/9/12産業活動分析　平成２３年４～６月期 2011 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2011/9/12近畿の運輸行政　２０１２ 2012 9 国関係機関 近畿地方運輸局 行政資料 交通・運輸・通信 運輸 国土交通省近畿運輸局 2011/9/13平成２３年６月第３０３回定例奈良県議会会議録 2011 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2011/9/14裁判所データブック　20１１ 2011 国関係機関 裁判所 行政資料 総合行政 行政一般  2011/9/15平成22年　司法統計年報　１民事・行政編 2011 9 国関係機関 裁判所 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 2011/9/15平成22年　司法統計年報　２刑事編 2011 9 国関係機関 裁判所 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 2011/9/15平成22年　司法統計年報　３家事編 2011 9 国関係機関 裁判所 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 2011/9/15平成22年　司法統計年報　４少年編 2011 9 国関係機関 裁判所 統計資料 総記(統計) その他統計資料 最高裁判所事務総局 2011/9/15奈良県立医科大学概要　平成２３年度 2011 9 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2011/9/15第304回定例県議会  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2011/9/26島根県の農林業－2010年世界農林業センサス結果報告書（確定値） 2011 7 都道府県 島根県 統計資料 農業 農林業センサス  総務部 2011/9/29STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2011 2011 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2011/9/29市場年報　平成２２年度 2010 8 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (財)奈良県食肉公社 2011/9/30小売物価統計調査年報　平成22年 2011 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2011/10/3主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成２２年度 2011 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2011/10/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成21年全国消費実態調査報告　第4巻　主要耐久消費財，貯蓄・負債編 2011 8 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2011/10/4奈良県農業総合センター研究報告　第42号 2011 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2011/10/42010年世界農林業センサス　兵庫県結果表 2011 10 都道府県 兵庫県 統計資料 農業 農林業センサス 兵庫県企画県民部統計課 総務部 2011/10/6平成２２年工業統計速報 2011 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2011/10/7平成22年国勢調査　抽出速報集計結果 2011 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2011/10/17秋季特別展　仏教伝来 2011 10 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 教育委員会 2011/10/172010年世界農林業センサス　－農林業経営体調査－奈良県結果報告書 2011 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 奈良県 総務部 2011/10/21平成２３年度　土木工事標準積算基準書　河川編 2011 10 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土木部 土木部 2011/10/26奈良県のすがた　グラフと解説でみる統計ガイド　２０１１ 2011 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2011/10/26島根県勢要覧　平成23年版 2011 8 都道府県 島根県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 島根県統計協会 総務部 2011/10/26平成23年版　統計ハンドブック 2011 9 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料  2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第137集　長谷白土遺跡 2010 10 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第138集　八田遺跡 2010 11 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第139集　平城京三条大 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第140集　平城京三条大 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第141集　平城京右京三条三坊・四坊 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第142集　巣山古墳・寺戸 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第143集　横田堂垣内遺 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第144集　日笠フシンダ遺 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第145集　藤原京右京十一条二坊・三坊 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第146集　三河遺跡Ⅱ 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第147集　龍田陣屋跡 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第148集　七条西浦近世 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県文化財調査報告書　第149集　平城京右京三条二・三坊菅原東遺跡 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2011/11/4橿原考古学研究所調査報告　第107冊（川西根成柿 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4橿原考古学研究所調査報告　第108冊（飛鳥京遺跡 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4橿原考古学研究所調査報告　第109冊（脇本遺跡Ⅰ） 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県遺跡調査概報（第三分冊）2009年度 2010 12 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県遺跡調査概報（第四分冊）2009年度 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2010年度 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4橿原考古学研究所研究成果　第11冊（重要文化財橿原遺跡出土品の研究） 2011 2 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2011/11/4橿原考古学研究所紀要　考古学論攷　第34冊 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2011/11/4橿原考古学研究所年報　36　2009年度 2011 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 2011/11/4



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日国内（銅鐸・銅剣）・国外拓本資料目録　－末永雅雄先生旧蔵資料集－　第３集 2010 7 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 社団法人　橿原考古学協会 2011/11/7考古学資料における三次元デジタルアーカイブの活用と展開 2010 3 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 文化財 水野敏典　（奈良県立橿原考古学研究所） 2011/11/7菅谷所長と語る！　平城京とその時代　連続ミニ展示図録 2010 9 県関係機関 その他の県関係機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 2011/11/7大和の古墳Ⅰ 2003 7 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 近畿日本鉄道株式会社 2011/11/7大和の古墳Ⅱ 2006 1 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 近畿日本鉄道株式会社 2011/11/7平成21年全国消費実態調査報告　第1巻　家計収支 2011 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省 総務部 2011/11/8第60回　愛媛県統計年鑑　平成23年刊行 2011 10 都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛知県 総務部 2011/11/8職員の給与等に関する報告及び勧告（平成23年10月） 2011 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2011/11/10奈良医学雑誌　第６２巻第３・４・５号 (Journal of NaraMedical Association) 2011 10 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2011/11/14個人企業経済調査報告（構造編）　平成2２年 2011 11 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2011/11/25平成２３年９月第３０４回定例奈良県議会会議録 2011 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2011/11/29個人企業経済調査報告（動向編）　平成23年4～6月 2011 10 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2011/11/30第305回定例県議会 2011 11 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2011/12/1平成２３年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2011 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2011/12/7平成２３年度県民アンケート調査報告書 2011 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2011/12/7奈良地域公害防止計画 2003 2 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県 生活環境部 2011/12/8奈良地域公害防止計画 2008 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県 生活環境部 2011/12/8公害防止計画実施状況調査等調査報告書［奈良地域］平成13年度 2002 2 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県 生活環境部 2011/12/8公害防止計画実施状況調査等調査報告書［奈良地域］平成22年度 2011 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県 生活環境部 2011/12/8産業活動分析　平成２３年７～９月期 2011 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2011/12/13第61回　日本統計年鑑 2011 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2011/12/13精神保健福祉センター所報　平成20年度～ 2011 12 福祉医療部 精神保健福祉センター 行政資料 社会福祉 障害者福祉  福祉部 2011/12/16山梨県統計年鑑　平成23年刊行 2011 11 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部 2011/12/19平成22年岡山県毎月勤労統計調査地方調査年報（賃金・労働時間・雇用の動き） 2011 12 都道府県 岡山県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 岡山県総合政策局統計調査課 総務部 2011/12/26個人企業経済調査報告（動向編）　平成23年7～9月 2011 12 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2011/12/27平成21年全国消費実態調査報告　第3巻　購入先・購入地域編 2011 11 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2011/12/27平成21年全国消費実態調査報告　第2巻　品目編 2011 11 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2011/12/27犯罪統計書　平成２２年版 2011 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部 その他委員会など 2011/12/28奈良県歳入歳出決算報告書　平成22年度 2011 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2012/1/6



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成22年度 2011 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2012/1/6平成22年度　財産に関する調書（美術品等取得基金運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2011 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2012/1/6サービス産業動向調査年報　平成２２年 2011 12 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  2012/1/10奈良県議会図書室　増加図書目録 2011 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局 その他委員会など 2012/1/10日本考古展　－古都奈良考古文物精華 2011 11 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 陝西出版集団 総務部 2012/1/16第三十三回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2012 文化・教育・くらし創造部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 青少年育成奈良県民会議 生活環境部 2012/1/19平成２２年度学校基本調査結果報告書 2010 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化 奈良県総務部統計課 総務部 2012/1/20奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　平成24年 2012 4 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2012/1/25奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成24年度 2012 4 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2012/1/252010年世界農林業センサス　第1巻　奈良県統計書 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/32010年世界農林業センサス　第２巻　農林業経営体調査報告書　－総括編ー 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/32010年世界農林業センサス　第３巻　農林業経営体調査報告書　－農林業経営体分類編ー 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/32010年世界農林業センサス　第４巻　農林業経営体調査報告書　－農林業経営部門別編ー第１集 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/32010年世界農林業センサス　第４巻　農林業経営体調査報告書　－農林業経営部門別編ー第２集 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/32010年世界農林業センサス　第４巻　農林業経営体調査報告書　－農林業経営部門別編ー第３集 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/32010年世界農林業センサス　第５巻　農林業経営体調査報告書　－抽出集計編ー 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/32010年世界農林業センサス　第６巻　農業構造動態統計報告書 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/32010年世界農林業センサス　第７巻　農山村地域調査報告書　ー都道府県編ー 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/32010年世界農林業センサス　第８巻　農業集落類型別統計報告書 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/2/3奈良医学雑誌　第６２巻第６号 (Journal of NaraMedical Association) 2011 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2012/2/7平成23年版　情報通信白書 2011 8 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  2012/2/20中小企業白書　2011年版 2011 7 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 財団法人経済産業調査会 2012/2/20警察白書　平成23年版 2011 7 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 ㈱ぎょうせい 2012/2/20女性労働の分析 2010年 2011 6 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 （財）２１世紀職業財団 2012/2/20文部科学白書　平成22年度 2011 8 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般  2012/2/20国民医療費　平成20年度 2011 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 財団法人　厚生統計協会 福祉部 2012/2/20国土交通白書　2011 2011 9 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2012/2/20



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日交通安全白書　平成23年版 2011 6 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全 内閣府 2012/2/20住民基本台帳人口要覧　平成23年版 2011 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会 2012/2/20我が国の人口動態　平成23年 2011 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 財団法人　厚生統計協会 2012/2/20平成22年簡易生命表 2011 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生統計協会 2012/2/20平成23年版　食料・農業・農村白書 2011 6 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2012/2/20平成21年度　食料需給表 2011 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 （財）農林統計協会 2012/2/20労働経済白書　平成23年版 2011 7 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 日経印刷（株） 2012/2/20平成23年度版　環境白書 2011 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  2012/2/20平成21年度　全国観光動向　都道府県別観光地入込客統計 2011 10 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人　日本観光協会 2012/2/22住宅経済データ集　2011年度版 2011 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 住宅 住宅 ㈱住宅産業新聞 2012/2/22観光の実態と志向　第２８回国民の観光に関する動向調査　平成２２年度版 2011 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人日本観光協会 2012/2/22精神保健福祉白書　2012年版 2011 12 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 荘村明彦 2012/2/22都市交通年報　平成22年版 2011 9 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2012/2/22地方財政白書　平成23年版 2011 4 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政 日経印刷（株） 2012/2/22土地白書　平成23年版 2011 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 日経印刷(株) 2012/2/22子ども・若者白書　平成23年版 2011 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2012/2/22防災白書　平成23年版 2011 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2012/2/22医療白書　2011年度版 2011 9 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 ㈱日本医療企画 2012/2/22平成23年版　子ども・子育て白書 2011 7 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  2012/2/22消防白書　平成23年版 2011 12 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 消防・防災  2012/2/22犯罪白書　平成23年版 2011 12 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  2012/2/22平成23年版　森林・林業白書 2011 5 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 社団法人　日本林業協会 2012/2/22国会便覧（平成23年8月新版） 2011 8 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 (有)日本政経新聞社 2012/2/22厚生統計要覧　平成22年度 2011 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)厚生統計協会 2012/2/22労働統計要覧　平成22年度 2011 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計)  2012/2/22表とグラフでみる　日本のすがた２０１１ 2011 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記  2012/2/22読売年鑑　2011年版　別冊　分野別人名録 2011 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2012/2/22読売年鑑　2011年版 2011 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 年鑑 読売新聞社 2012/2/22平成23年版　食育白書 2011 7 国関係機関 内閣府 行政資料 保健衛生 食品衛生 内閣府 2012/2/22国民衛生の動向（厚生の指標　増刊Vol.58　No.92011/2012） 2011 8 その他 その他団体等 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 （財）厚生統計協会 2012/2/22保険と年金の動向（厚生の指標　増刊Vol.58　No.142011/2012） 2011 8 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 （財）厚生統計協会 2012/2/22ものづくり白書 2011 11 国関係機関 経済産業省 行政資料 労働 労働一般 財団法人 経済産業調査会 2012/2/22平成２３年１１月第３０５回定例奈良県議会会議録 2012 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2012/2/24特別企画展　やまとの地宝　－遺物が語る奈良の歴史－ 2012 2 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2012/2/24



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日〈第３０６回定例県議会提出）平成24年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28〈第３０６回定例県議会）知事提出議案説明要旨 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28〈第３０６回定例県議会提出）平成23年度一般会計特別会計補正予算案 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28〈第３０６回定例県議会提出）平成23年度一般会計特別会計補正予算に関する説明書 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28〈第３０６回定例県議会提出）平成23年２月補正予算案の概要 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28〈第３０６回定例県議会提出）条例その他の予算外議 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28〈第３０６回定例県議会提出）平成24年度一般会計特別会計予算案 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28平成24年度一般会計特別会計予算案の概要 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/2/28第３０６回　定例県議会 2012 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2012/2/28統計でみる都道府県のすがた　2012 2012 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2012/3/8社会生活統計指標（都道府県の指標）2012 2012 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2012/3/82010年世界農林業センサス　別巻　農林業センサス報告書の総合案内 2012 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 農林水産省 総務部 2012/3/8統計グラフでみる奈良県　平成22年度版 2012 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 統計課 総務部 2012/3/12エネルギー白書２０１１ 2012 1 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 経済産業省 2012/3/13産業活動分析　平成２３年年間回顧 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向 経済産業省経済産業政策局調査統計部 総務部 2012/3/14平成21年全国消費実態調査報告　第5巻　世帯分布 2012 2 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2012/3/14平成21年全国消費実態調査報告　第6巻　世帯分布 2012 2 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2012/3/14平成22年度　地方教育費調査報告書（平成21会計年 2012 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2012/3/15平成21年度　奈良県県民経済計算報告書 2012 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2012/3/21平成２１年度　奈良県市町村民経済計算報告書 2012 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第1巻　人口・世帯総数 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第2巻その1 人口等基本集計結果　全国編 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果①北海道・東北Ⅰ 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果②東北Ⅱ 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果③関東Ⅰ 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果④関東Ⅱ 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果⑤中部Ⅰ 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果⑥中部Ⅱ 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果⑦近畿Ⅰ 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成22年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果⑧近畿Ⅱ 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果⑨中国 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果⑩四国 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果⑪九州Ⅰ 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27平成22年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果⑫九州Ⅱ・沖縄 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27ライフステージでみる日本の人口・世帯　平成22年国勢調査 2012 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27グラフでみる我が国の人口・世帯　平成22年国勢調査解説シリーズNo.1 2012 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/3/27選挙の記録　第17回統一地方選挙 2012 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  その他委員会など 2012/3/28平成23年度　包括外部監査結果報告書 2012 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県包括外部監査人 2012/3/29平成23年度　包括外部監査結果報告書の概要 2012 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県包括外部監査人 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　教養・技能教授編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　学習塾編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　公園，遊園地・テーマパーク編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　スポーツ施設提供業編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　冠婚葬祭業編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　興行場，興行団編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　映画館編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　ソフトウェア業，情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　デザイン業，機械設計業編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成22年特定サービス産業実態調査報告書　新聞業、出版業編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　計量証明業編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　クレジットカード業，割賦金融業編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　広告業編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　機械修理業、電気機械器具修理業編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29平成22年特定サービス産業実態調査報告書　自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編 2012 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2012/3/29日本の統計　2012年版 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2012/3/30第35回　全国育樹祭　－開催の記録－ 2012 3 文化・教育・くらし創造部 森林整備課 行政資料 農林水産 林業 第35回全国育樹祭奈良県実行委 農林部 2012/3/30奈良県市町村要覧　平成２３年度 2012 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  2012/3/30学校教員統計調査報告書　平成22年度 2012 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2012/3/30平成２３年度　学校保健統計調査報告書 2012 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2012/3/30奈良県立病院概要　第32号　平成23年度 2012 3 福祉医療部 健康安全局医療管理 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2012/4/22010年世界農林業センサス　農林業経営体調査　結果報告書 2012 3 都道府県 新潟県 統計資料 農業 農林業センサス 新潟県総務管理部統計課 総務部 2012/4/4島根の人口移動と推計人口　平成23年 2012 3 都道府県 島根県 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調  総務部 2012/4/5毎月勤労統計調査結果報告　平成22年　山梨県　地方調査 2012 1 都道府県 山梨県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2012/4/52010年世界農林業センサス結果報告書 2012 3 都道府県 滋賀県 統計資料 農業 農林業センサス  2012/4/6第５９回　愛媛県統計年鑑　平成２２年刊行 2010 8 都道府県 愛媛県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛媛県統計協会 総務部 2012/4/10第87回　神戸市統計書（平成22年度版） 2011 3 都道府県 兵庫県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 神戸市 総務部 2012/4/10橿原考古学研究所年報　37　2010年度 2011 10 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 2012/4/10奈良県文化財調査報告書　第150集　史跡東大寺旧 2011 9 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2012/4/10奈良県文化財調査報告書　第151集　丹生川原手垣内遺跡 2012 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2012/4/10奈良県文化財調査報告書　第152集　薩摩11号墳 2012 2 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2012/4/10



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県文化財調査報告書　第153集　平城京左京四・五条四坊、五条五坊 2012 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究所 2012/4/10奈良県遺跡調査概報（第二分冊）2010年度 2011 12 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2012/4/10奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2011年度 2012 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2012/4/10橿原考古学研究所調査報告　第110冊（一町西遺跡 2012 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2012/4/10和鏡拓本資料目録 2011 7 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学協会 2012/4/10橿原考古学研究所研究成果　第12冊（高松塚古墳） 2011 7 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2012/4/10東アジアにおける初期都宮および王墓の考古学的研究 2011 3 教育委員会 文化財保存事務所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県橿原考古学研究所 2012/4/11奈良県畜産技術センター研究報告　第35号（平成22年） 2010 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産 奈良県畜産技術センター 農林部 2012/4/19奈良県畜産技術センター研究報告　第36号（平成23年） 2011 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産 奈良県畜産技術センター 農林部 2012/4/19奈良県畜産技術センター研究報告　第34号（平成20年） 2008 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産 奈良県畜産技術センター 農林部 2012/4/19青少年が健やかに育つこと（平成２３年版） 2011 4 文化・教育・くらし創造部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県・奈良県教育委員会・奈良県警察・青少年育成奈良県民会議 生活環境部 2012/4/19青少年が健やかに育つこと（平成２４年版）（概要版） 2012 4 文化・教育・くらし創造部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県・奈良県教育委員会・奈良県警察・青少年育成奈良県民会議 生活環境部 2012/4/19平成23年　紀伊半島大水害　大規模土砂災害の記録 2012 3 県土マネジメント部 砂防課 行政資料 防災・防犯 治山・治水 奈良県土木部砂防課 土木部 2012/4/20体験の宝庫～はやまワールドへの招待状～　平成23年度　活動事例集 2012 3 文化・教育・くらし創造部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県立野外活動センター 生活環境部 2012/4/2040年のあゆみ　森林環境教育の拠点 2012 3 文化・教育・くらし創造部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県立野外活動センター 生活環境部平成24年地価公示 2012 4 国関係機関 国土交通省 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  2012/4/23平成23年度　奈良県看護職員の多様な働き方実現支援事業　～多様な働き方実現モデル病院　事例集 2012 3 福祉医療部 健康安全局地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2012/4/24世界の統計　2012年版 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2012/4/25消費者物価指数年報　平成23年 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2012/4/25第98回　大阪市統計書　平成22年版 2011 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2012/4/25大阪府統計年鑑　平成22年度 2011 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪府総務部統計課 総務部 2012/4/25行啓誌 2012 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  総務部 2012/4/26平成21年全国消費実態調査報告　第７巻　高齢者世 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省 総務部 2012/4/26平成21年全国消費実態調査報告　第８巻　家計資産 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省 総務部 2012/4/26平成21年全国消費実態調査報告　第９巻　資料編 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省 総務部 2012/4/26平成23年度食料・農業・農村の動向　　平成24年度食料・農業・農村施策 2012 5 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2012/5/7平成22年国勢調査　人口集中地区の人口 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/5/8平成２２年国勢調査地図シリーズ　我が国の人口集中地区　人口集中地区別人口・境界図 2012 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/5/8



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成２３年度版　環境白書　２０１１ 2012 5 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 生活環境部 2012/5/9平成２３年度　研究紀要　研究集録　第１９号 2012 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2012/5/21第２回東アジア地方政府会合 2012 1 産業・観光・雇用振興部 観光交流局文化観光課 行政資料 生活文化 国際交流 地域振興部東アジア連携課 2012/5/21平城遷都１３００年記念アジアコスモポリタン賞創設記念フォーラム 2012 2 県土マネジメント部 新公会堂 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県新公会堂 2012/5/21NARASIA未来塾 2012 4 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 国際交流 NARASIA未来亜州研討会 2012/5/21奈良地域公害防止計画 2012 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県 生活環境部 2012/5/23静岡県勢要覧　平成21年度 2010 3 都道府県 静岡県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 静岡県 2012/5/23大阪市勢要覧　平成20年版 2009 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) その他統計資料 大阪市 総務部 2012/5/23長崎県勢要覧　平成21年版 2010 2 都道府県 長崎県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 長崎県 総務部 2012/5/23平成21年度　県勢ダイジェスト　山梨県 2010 3 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部 2012/5/23富山県勢要覧　平成21年版 2010 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 富山県 総務部 2012/5/23富山県勢要覧　平成22年版 2011 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 富山県 総務部 2012/5/23暮らしととうけい2010　グラフでみる東京のすがた 2011 3 都道府県 東京都 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 東京都総務局統計部調整課 2012/5/23岡山県統計年報　平成22年 2012 3 都道府県 岡山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部 2012/5/23平成22年　徳島県統計書 2012 3 都道府県 徳島県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 徳島県 総務部 2012/5/23民生委員・児童委員活動に関する実態調査　調査結果報告書 2012 3 福祉医療部 福祉政策課 行政資料 社会福祉 福祉一般  福祉部 2012/5/30土木部建築工事等積算基準書（土木部建築工事積算基準）（建築工事共通費積算基準）（土木部長関連通達抜粋）平成２４年度 2012 5 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土木部 土木部 2012/5/31情報公開制度（総務省） 2012 4 国関係機関 総務省 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 総務省 総務部 2012/6/4平成22年度　子どもの学習費調査報告書 2012 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  2012/6/7産業活動分析　平成２４年1～３月期 2012 6 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2012/6/8奈良県の工業（平成２２年工業統計調査結果報告書） 2012 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 統計課 総務部 2012/6/15平成２４年２月第３０６回定例奈良県議会会議録 2012 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2012/6/18奈良県労働委員会5年誌（平成18年1月～平成22年12月）平成23年刊 2011 10 その他委員会など 資源調整課 行政資料 労働 労働一般 労働委員会 2012/6/19奈良県出資法人　平成23年度事業（業務）報告・平成24年度事業計画書 2012 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/6/21第307回定例県議会提出　① 2012 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/6/21文書事務の手引 　改訂版 2012 3 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般  2012/6/25第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　基礎集計及び分析　－奈良県の人の動き－ 2012 3 県土マネジメント部 地域デザイン推進課 行政資料 交通・運輸・通信 交通 奈良県 土木部 2012/6/25第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　特定地域分析編 2012 3 県土マネジメント部 地域デザイン推進課 行政資料 交通・運輸・通信 交通 奈良県 土木部 2012/6/25



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成23年度調査報告書№１　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　データ整備編 2012 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2012/6/25京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成23年度調査報告書№２　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　基礎集計及び分析 2012 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2012/6/25京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成23年度調査報告書№３　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　都市交通の現状分析編 2012 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2012/6/25京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成23年度調査報告書№４　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　意識調査編 2012 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2012/6/25京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成23年度調査報告書№５　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　データ利活用等に関する検討編 2012 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2012/6/25京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成23年度調査報告書№６　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　ＰＴ調査データの取り扱い編 2012 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2012/6/25卸売市場の概要　平成２４年６月 2012 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2012/6/28平成２３年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査年報） 2012 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2012/7/2研究紀要　第17集 2012 5 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2012/7/2奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成25年度 2012 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2012/7/3高齢者福祉対策の概要　平成24年度 2012 7 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  福祉部 2012/7/3統計でみる市区町村のすがた　2012 2012 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2012/7/4若者の人権意識調査報告書及び概要版 2012 3 文化・教育・くらし創造 人権施策課 行政資料 生活文化 生活文化一般 奈良県 生活環境部第307回定例県議会提出　②  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2012/7/5県民経済計算年報　平成24年版 2012 7 国関係機関 内閣府 統計資料 経済 経済計算  総務部 2012/7/10人口推計（平成23年10月1日現在） 2012 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省統計局 総務部 2012/7/13奈良県統計年鑑　平成23年度 2012 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2012/7/25北海道の賃金・労働時間及び雇用の動き　毎月勤労統計調査地方調査年報　平成23年 2012 6 都道府県 北海道 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 北海道総合政策部地域行政局統 総務部 2012/7/25奈良医学雑誌　第６３巻第１・２号 (Journal of NaraMedical Association) 2012 4 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2012/7/26平成２３年度　公益法人（特例民法法人）管理台帳 2012 8 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般 総務部総務課 総務部 2012/8/2平成22年国勢調査　第7巻その１　移動人口の男女・年齢等集計結果　①全国、北海道・東北Ⅰ 2012 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/8/3平成22年国勢調査　第7巻その１　移動人口の男女・年齢等集計結果　①全国、東北Ⅱ 2012 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/8/3平成22年国勢調査　第7巻その１　移動人口の男女・年齢等集計結果　③全国、関東Ⅰ 2012 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/8/3平成22年国勢調査　第7巻その１　移動人口の男女・年齢等集計結果　④全国、関東Ⅱ 2012 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/8/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成22年国勢調査　第7巻その１　移動人口の男女・年齢等集計結果　⑤全国、中部Ⅰ 2012 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/8/3平成22年国勢調査　第7巻その１　移動人口の男女・年齢等集計結果　⑥全国、中部Ⅱ 2012 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/8/3平成22年国勢調査　第7巻その１　移動人口の男女・年齢等集計結果　⑦全国、近畿Ⅰ 2012 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/8/3平成22年国勢調査　第7巻その１　移動人口の男女・年齢等集計結果　⑧全国、近畿Ⅱ 2012 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/8/3平成22年国勢調査　第7巻その１　移動人口の男女・年齢等集計結果　⑨全国、中国 2012 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/8/3平成22年国勢調査　第7巻その１　移動人口の男女・年齢等集計結果　⑩全国、四国 2012 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/8/3平成22年国勢調査　第7巻その１　移動人口の男女・年齢等集計結果　⑪全国、九州Ⅰ 2012 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/8/3平成22年国勢調査　第7巻その１　移動人口の男女・年齢等集計結果　⑫全国、九州Ⅱ・沖縄 2012 5 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2012/8/3住民基本台帳人口移動報告年報 平成２３年 2012 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省総計局 総務部 2012/8/3奈良県の水道概要　平成22年度版 2012 県土マネジメント部 行政資料 建設 上下水道 奈良県地域振興部地域政策課 2012/8/4平成24年度　こんにちは県議会です 2012 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2012/8/4奈良県立医科大学概要　平成２４年度 2012 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2012/8/22奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成24年2月1日現在） 2012 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2012/9/5事業計画書 2012 9 産業・観光・雇用振興 工業支援課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2012/9/6業務報告書 2012 9 産業・観光・雇用振興 工業支援課 行政資料 産業経済 産業経済一般  商工労働部 2012/9/6平成22年国勢調査　調査区関係資料利用の手引 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/9/10市場年報　平成２３年度 2012 8 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (財)奈良県食肉公社 2012/9/11100の指標からみた奈良県勢　平成24年版 2012 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県知事公室統計課 総務部 2012/9/12産業活動分析　平成２４年４～６月期 2012 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2012/9/12平成２４年６月第３０７回定例奈良県議会会議録 2012 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2012/9/18第308回定例県議会提出  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2012/9/20業務報告　平成23年度 2012 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2012/9/21奈良県森林技術センター研究報告　第41号 2012 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2012/9/21STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2012 2012 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2012/9/28平成２４年　奈良県地価調査基準地付近案内図 2012 9 県土マネジメント部 資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価 地域振興部地域政策課 2012/10/1主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成２３年度 2012 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2012/10/2奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成２３年度 2012 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2012/10/2



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日健全化判断比率審査意見書　資金不足比率審査意見書 2012 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県監査委員 その他委員会など 2012/10/2毎月勤労統計調査地方調査年報　平成23年 2012 9 都道府県 高知県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 高知県政策企画部 総務部 2012/10/3平成22年国勢調査報告　第3巻その1 産業等基本集計結果　全国編 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4平成22年国勢調査報告　第3巻その2 産業等基本集計結果　都道府県・市区町村編①北海道・東北Ⅰ 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4平成22年国勢調査報告　第3巻その2 産業等基本集計結果　都道府県・市区町村編②東北Ⅱ 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4平成22年国勢調査報告　第3巻その2 産業等基本集計結果　都道府県・市区町村編③関東Ⅰ 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4平成22年国勢調査報告　第3巻その2 産業等基本集計結果　都道府県・市区町村編④関東Ⅱ 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4平成22年国勢調査報告　第3巻その2 産業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑤中部Ⅰ 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4平成22年国勢調査報告　第3巻その2 産業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑥中部Ⅱ 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4平成22年国勢調査報告　第3巻その2 産業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑦近畿Ⅰ 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4平成22年国勢調査報告　第3巻その2 産業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑧近畿Ⅱ 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4平成22年国勢調査報告　第3巻その2 産業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑨中国 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4平成22年国勢調査報告　第3巻その2 産業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑩四国 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4平成22年国勢調査報告　第3巻その2 産業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑪九州Ⅰ 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4平成22年国勢調査報告　第3巻その2 産業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑫九州Ⅱ・沖縄 2012 8 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/10/4小売物価統計調査年報　平成23年 2012 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2012/10/11職員の給与等に関する報告及び勧告（平成24年10月） 2012 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2012/10/12「日本国」の誕生～古事記が出来たころ～ 2012 10 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 教育委員会 2012/10/15奈良県立病院概要　第33号　平成24年度 2012 9 福祉医療部 健康安全局医療管理課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県医療施策部医療管理課 福祉部 2012/10/24平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第1部　全国編 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第2部　①北海道・東北 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第2部　②東北Ⅱ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第2部　③関東Ⅰ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第2部　④関東Ⅱ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第2部　⑤中部Ⅰ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第2部　⑥中部Ⅱ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第2部　⑦近畿Ⅰ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第2部　⑧近畿Ⅱ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第2部　⑨中国 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第2部　⑩四国 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第2部　⑪九州Ⅰ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13平成22年国勢調査報告　第6巻その1 従業地・通学地による人口・産業等集計結果　第2部　⑫九州Ⅱ・沖縄 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/11/13個人企業経済調査報告（構造編）　平成２３年 2012 11 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2012/11/21平成23年度労働市場年報 2012 11 国関係機関 奈良労働局 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 奈良労働局職業安定部 商工労働部 2012/11/30犯罪統計書　平成２３年版 2012 11 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部 その他委員会など 2012/11/30平成２４年９月第３０８回定例奈良県議会会議録 2012 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2012/11/30奈良医学雑誌　第６３巻第３・４号 (Journal of NaraMedical Association) 2012 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2012/12/3第309回定例県議会提出  総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2012/12/3（第309回定例県議会提出）平成24年度一般会計補正予算案その他 2012 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2012/12/3平成22年国勢調査　日本人口地図帳 2012 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/5平成２５年度　県立高等養護学校及び奈良東養護学校高等養護部入学者選抜（県教委問題） 2012 12 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2012/12/5平成２４年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2012 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2012/12/7平成２４年度県民アンケート調査報告書 2012 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2012/12/7産業活動分析　平成２４年７～９月期 2012 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向  2012/12/11第６１回　愛媛県統計年鑑　平成２４年刊行 2012 11 都道府県 愛媛県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛媛県統計協会 総務部 2012/12/13２０１２　奈良県のすがた　平成24年度　グラフと解説でみる統計ガイド 2012 11 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2012/12/13第62回　日本統計年鑑 2012 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2012/12/19平成22年国勢調査報告　第７巻その２　移動人口の産業等集計結果　⑫全国　九州Ⅱ・沖縄 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/19平成22年国勢調査報告　第７巻その２　移動人口の産業等集計結果　①全国　北海道・東北Ⅰ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/19平成22年国勢調査報告　第７巻その２　移動人口の産業等集計結果　②全国　東北Ⅱ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/19



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成22年国勢調査報告　第７巻その２　移動人口の産業等集計結果　③全国　関東Ⅰ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/19平成22年国勢調査報告　第７巻その２　移動人口の産業等集計結果　④全国　関東Ⅱ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/19平成22年国勢調査報告　第７巻その２　移動人口の産業等集計結果　⑤全国　中部Ⅰ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/19平成22年国勢調査報告　第７巻その２　移動人口の産業等集計結果　⑥全国　中部Ⅱ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/19平成22年国勢調査報告　第７巻その２　移動人口の産業等集計結果　⑦全国　近畿Ⅰ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/19平成22年国勢調査報告　第７巻その２　移動人口の産業等集計結果　⑧全国　近畿Ⅱ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/19平成22年国勢調査報告　第７巻その２　移動人口の産業等集計結果　⑨全国　中国 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/19平成22年国勢調査報告　第７巻その２　移動人口の産業等集計結果　⑩全国　四国 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/19平成22年国勢調査報告　第７巻その２　移動人口の産業等集計結果　⑪全国　九州Ⅰ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2012/12/19県営水道事業年報　平成23年度 2012 12 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2012/12/25毎月勤労統計調査結果報告　平成23年　山梨県　地方調査 2012 11 都道府県 山梨県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2013/1/7平成23年度　地方教育費調査報告書　（平成２２会計年度） 2012 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2013/1/11南田原ミヤケ遺跡　南田原中出遺跡　奈良県文化財報告書　第155集 2012 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/1/11岡燈明田遺跡　奈良県文化財調査報告書　第154集 2012 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/1/11馬見古墳群　一本松２号墳　奈良県文化財調査報告書　第156集 2012 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/1/11考古学論攷　第３５冊　橿原考古学研究所紀要 2012 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/1/11史跡・名勝　飛鳥京跡苑池（一）　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第111冊 2012 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/1/11第３４回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2013 文化・教育・くらし創造 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 青少年・生涯学習 生活環境部 2013/1/31平成23年岡山県毎月勤労統計調査地方調査年報（賃金・労働時間・雇用の動き） 2013 1 都道府県 岡山県 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 岡山県総合政策局統計調査課 総務部 2013/2/12家計調査年報　平成23年　＜Ⅰ　家計収支編＞ 2012 10 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2013/2/15家計調査年報　平成23年　＜Ⅱ貯蓄・負債編＞ 2012 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2013/2/15（平成22年国勢調査解説シリーズ№2）我が国人口・世帯の概観 2012 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/2/18平成２４年１２月第３０９回定例奈良県議会会議録 2013 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2013/2/26〈第３１０回定例県議会提出）平成25年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2013 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2013/2/27平成25年度一般会計特別会計予算案の概要　平成24年度一般会計特別会計2月補正予算案の概要 2013 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2013/2/27第310回定例県議会提出議案 2013 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2013/2/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日社会生活統計指標（都道府県の指標）2013 2013 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2013/3/7統計でみる都道府県のすがた　2013 2013 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2013/3/7産業活動分析　平成２４年年間回顧 2013 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済動向 経済産業省経済産業政策局調査統計部 総務部 2013/3/13第60回　愛知県統計年鑑　平成23年度刊 2012 3 都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛知県 総務部 2013/3/19平成22年国勢調査報告　第4巻その1 職業等基本集計結果　全国編 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/22平成２４年度版　環境白書　２０１２ 2013 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 生活環境部 2013/3/26奈良県市町村要覧　平成２４年度 2013 3 総務部 市町村課 行政資料 税・財政 予算・決算  2013/3/26奈良県の下水道　平成２４年度 2013 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課 土木部 2013/3/26世界の統計　2013年版 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2013/3/26日本の統計　2013年版 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2013/3/26厚生統計要覧　平成23年度 2012 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)厚生統計協会 2013/3/26労働統計要覧　平成23年度 2012 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計)  2013/3/26国会便覧（平成25年2月新版） 2013 2 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 (有)日本政経新聞社 2013/3/26保険と年金の動向（厚生の指標　増刊Vol.59　No.142012/2013） 2012 11 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 （財）厚生統計協会 2013/3/26女性労働の分析 2011年 2012 8 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 （財）２１世紀職業財団 2013/3/26住宅経済データ集　2012年度版 2012 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 住宅 住宅 ㈱住宅産業新聞 2013/3/26人権教育・啓発白書　平成24年版 2012 6 国関係機関 法務省 行政資料 社会福祉 同和 勝美印刷株式会 総務部 2013/3/26交通安全白書　平成24年版 2012 6 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全 内閣府 2013/3/26消防白書　平成24年版 2012 12 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 消防・防災 消防庁 2013/3/26警察白書　平成24年版 2012 7 国関係機関 国家公安委員会（警察庁を含む） 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 ㈱ぎょうせい 2013/3/26土地白書　平成24年版 2012 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 日経印刷(株) 2013/3/26防災白書　平成24年版 2012 8 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2013/3/26平成24年版　情報通信白書 2012 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信 株式会社ぎょうせい 2013/3/26文部科学白書　平成23年度 2012 6 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般 佐伯印刷株式会 2013/3/26公務員白書　平成24年版 2012 6 国関係機関 人事院 行政資料 総合行政 行政一般 日経印刷株式会 2013/3/26環境白書（循環型社会白書／生物多様性白書）　平成24年版 2012 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 2013/3/26労働経済白書　平成24年版 2012 9 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 日経印刷（株） 2013/3/26犯罪白書　平成24年版 2012 12 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 日経印刷株式会 2013/3/26中小企業白書　2012年版 2012 6 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 財団法人経済産業調査会 2013/3/27男女共同参画白書　平成24年版 2012 6 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 佐伯印刷(株) 2013/3/27平成24年版　食料・農業・農村白書 2012 6 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2013/3/27子ども・若者白書　平成24年版 2012 9 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2013/3/27精神保健福祉白書　2013年版 2012 12 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 荘村明彦 2013/3/27医療白書　2012年度版 2012 11 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 ㈱日本医療企画 2013/3/27ジェンダー白書８　ポップカルチャーとジェンダー 2012 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2013/3/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成24年版　子ども・子育て白書 2012 9 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  2013/3/27国土交通白書　2011 2012 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2013/3/27国民医療費　平成22年度 2013 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 財団法人　厚生統計協会 福祉部 2013/3/27我が国の人口動態　平成25年 2013 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 財団法人　厚生統計協会 2013/3/27平成22年度　食料需給表 2012 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 （財）農林統計協会 2013/3/27エネルギー白書２０１２ 2012 12 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 経済産業省 2013/3/27地方財政白書　平成24年版 2012 3 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政 日経印刷（株） 2013/3/27森林・林業白書　平成24年版 2012 5 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 財団法人　農林統計協会 2013/3/27平成２３年度版　観光の実態と志向 2012 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人日本観光振興協会 2013/3/27平成22年度　全国観光動向 2013 2 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人　日本観光振興協会 2013/3/27　2013　日本のすがた 2013 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 公益財団法人　矢野恒太記念会 2013/3/27平成２４年　住民基本台帳人口要覧 2012 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会 2013/3/27平成23年簡易生命表 2012 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 一般財団法人　厚生労働統計協会 2013/3/27統計グラフでみる奈良県　平成23年度版 2013 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 統計課 総務部 2013/3/28平成22年国勢調査報告　第4巻その2 職業等基本集計結果　都道府県・市区町村編①北海道・東北Ⅰ 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/29平成22年国勢調査報告　第4巻その2 職業等基本集計結果　都道府県・市区町村編②東北Ⅱ 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/29平成22年国勢調査報告　第4巻その2 職業等基本集計結果　都道府県・市区町村編③関東Ⅰ 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/29平成22年国勢調査報告　第4巻その2 職業等基本集計結果　都道府県・市区町村編④関東Ⅱ 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/29平成22年国勢調査報告　第4巻その2 職業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑤中部Ⅰ 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/29平成22年国勢調査報告　第4巻その2 職業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑥中部Ⅱ 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/29平成22年国勢調査報告　第4巻その2 職業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑦近畿Ⅰ 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/29平成22年国勢調査報告　第4巻その2 職業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑧近畿Ⅱ 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/29平成22年国勢調査報告　第4巻その2 職業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑨中国 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/29平成22年国勢調査報告　第4巻その2 職業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑩四国 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/29平成22年国勢調査報告　第4巻その2 職業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑪九州Ⅰ 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/29



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成22年国勢調査報告　第4巻その2 職業等基本集計結果　都道府県・市区町村編⑫九州Ⅱ 沖縄 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/3/29平成22年度　奈良県県民経済計算報告書 2013 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2013/4/3奈良県保健医療計画　平成25年４月 2013 4 福祉医療部 健康安全局地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 福祉部 2013/4/3奈良県保健医療計画(概要版）　平成25年４月 2013 4 福祉医療部 健康安全局地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 福祉部 2013/4/3大和の祭りと芸能 2013 3 文化・教育・くらし創造 民族博物館 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県民俗博物 企画部 2013/4/4奈良県スポーツ推進計画 2013 3 文化・教育・くらし創造部 くらし創造部企画管理室 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション  くらし創造部 2013/4/8奈良県遺跡調査概報（第二分冊）2011年度 2012 12 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2013/4/10奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2012年度 2013 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 2013/4/10観音寺本馬遺跡Ⅰ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第113冊 2013 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10一町西遺跡Ⅱ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第112冊 2013 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10考古学論攷　第３６冊　橿原考古学研究所紀要 2013 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10橿原考古学研究所年報　38　2011年度 2012 8 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 2013/4/10川西吐田遺跡　奈良県文化財調査報告書　第157集 2013 2 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10東中谷遺跡・松山城跡　奈良県文化財調査報告書第158集 2013 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10片岡王寺跡・達磨寺旧境内　奈良県文化財調査報告書　第159集 2013 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10平城京左京二・三・五条五坊　奈良県文化財調査報告書　第160集 2013 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10藤原京右京十一条三坊　奈良県文化財調査報告書第161集 2013 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10馬司寺山遺跡・馬司遺跡　奈良県文化財調査報告書第162集 2013 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10北東アジアにおける木槨墓の展開に関する総合的研究 2012 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第135号 2012 5 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第136号 2012 10 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第137号 2013 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2013/4/10森本六爾関係資料集Ⅱ 2012 7 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 公益財団法人　由良大和古代文化研究協会 教育委員会 2013/4/10平成２４年　農作物災害種類別被害統計（被害応急調査結果）（併載：平成２３年産共済減収調査結果） 2013 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 農林水産省大臣官房統計部 2013/4/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日経済産業省　統計関係法令集　（平成２４年度版） 2013 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 経済 経済一般 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2013/4/15奈良県紀伊半島大水害　復旧・復興計画　アクション・プラン　平成２５年度版 2013 3 総務部 地域振興部企画管理室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 奈良県紀伊半島大水害復旧・復興推進本部 2013/4/17平成２４年度　学校保健統計調査報告書 2013 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2013/4/19第88回　神戸市統計書（平成23年度版） 2012 3 都道府県 兵庫県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 神戸市 総務部 2013/4/19大阪府統計年鑑　平成23年度 2012 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪府総務部統計課 総務部 2013/4/19消費者物価指数年報　平成24年 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2013/4/23平成23年社会生活基本調査報告　第1巻　全国　生活時間編 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2013/4/23平成23年社会生活基本調査報告　第2巻　全国　生活行動編 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2013/4/23平成23年社会生活基本調査報告　第3巻　地域　生活時間編 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2013/4/23平成23年社会生活基本調査報告　第4巻　地域　生活行動編 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2013/4/23平成23年社会生活基本調査報告　第5巻　全国・地域時間帯別行動者率 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2013/4/23平成23年社会生活基本調査報告　第6巻　全国・地域平均時刻編 2013 3 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2013/4/23なら　歯と口腔の健康づくり計画 2013 3 福祉医療部 健康安全局健康増進 行政資料 保健衛生 健康 健康づくり推進課 2013/4/23紀伊半島大水害の記録 2013 3 総務部 知事公室防災統括室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 奈良県紀伊半島大水害復旧・復興推進本部 総務部 2013/4/26生物多様性なら戦略 2013 3 水循環・森林・景観環境部 自然環境課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県くらし創造部景観・環境局自然環境課 生活環境部 2013/5/2生物多様性なら戦略　概要版 2013 3 水循環・森林・景観環境部 自然環境課 行政資料 環境 環境保全一般 奈良県くらし創造部景観・環境局自然環境課 生活環境部 2013/5/2奈良県地域福祉支援計画 2013 5 福祉医療部 地域福祉課 行政資料 社会福祉 福祉一般 健康福祉部地域福祉課 2013/5/2富山県統計年鑑　平成22年（平成23年度刊行） 2012 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 富山県経営管理部統計調査課 総務部 2013/5/21平成２４年度海外進出意向状況等調査事業　報告書 2013 5 産業・観光・雇用振興 商工労働部総務室 行政資料 産業経済 産業経済一般 産業政策課 2013/5/21統計教育の質評価に利用する問題および解説【応用編】 2013 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 統計教育大学間連携ネットワーク 総務部 2013/5/24平成２４年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査年報） 2013 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2013/5/27平成２４年度　研究紀要　研究集録　第１９号 2013 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2013/5/27近畿都市統計要覧　平成24年度 2013 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) その他統計資料 近畿市長会 総務部 2013/6/5市場年報　平成２４年 2013 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2013/6/5



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成22年（第58回）　福井県統計年鑑 2012 3 都道府県 福井県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑  総務部 2013/6/6第99回　大阪市統計書　平成23年版 2012 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2013/6/6平成２５年２月第３１０回定例奈良県議会会議録 2013 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2013/6/20第311回定例県議会提出 2013 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2013/6/24奈良県出資法人　平成24年度事業（業務）報告・平成25年度事業計画書 2013 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2013/6/24卸売市場の概要　平成２５年６月 2013 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2013/6/25北海道の賃金・労働時間及び雇用の動き　毎月勤労統計調査地方調査年報　平成24年 2013 5 都道府県 北海道 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 北海道総合政策部地域行政局統 総務部 2013/6/27研究紀要　第18集 2013 5 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2013/7/1平成２４年度事業概要 2013 6 文化・教育・くらし創造 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県女性セン 生活環境部 2013/7/2統計でみる市区町村のすがた　2013 2013 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2013/7/2奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成26年度 2013 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2013/7/4高齢者福祉対策の概要　平成25年度 2013 7 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  福祉部 2013/7/5業務報告　平成24年度 2013 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2013/7/9市場年報　平成２４年度 2013 7 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (財)奈良県食肉公社 2013/7/10人口推計（平成24年10月1日現在） 2013 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省統計局 総務部 2013/7/29平成23年社会生活基本調査報告　第8巻　詳細行動分類による生活時間編（調査票B） 2013 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2013/7/29平成25年度　こんにちは県議会です 2013 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2013/8/6100の指標からみた奈良県勢　平成25年版 2013 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県知事公室統計課 総務部 2013/8/8奈良県立医科大学概要　平成２５年度 2013 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  福祉部 2013/8/13平成22年国勢調査報告　第6巻その2 従業地・通学地による職業等集計結果　④全国・近畿 2013 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/8/14平成22年国勢調査報告　第7巻その3 移動人口の職業等集計結果　全国・都道府県 2013 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2013/8/14住民基本台帳人口移動報告年報 平成２４年 2013 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省総計局 総務部 2013/8/29業務概況（平成２３年版） 2013 8 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2013/8/30近畿の運輸行政　２０１３ 2013 9 国関係機関 近畿地方運輸局 行政資料 交通・運輸・通信 運輸 国土交通省近畿運輸局 総務部 2013/9/2労働経済の分析　平成25年版 2013 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  総務部 2013/9/3奈良県森林技術センター研究報告　第42号 2013 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2013/9/4奈良県統計年鑑　平成24年度 2013 8 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2013/9/5平成２５年６月第３１１回定例奈良県議会会議録 2013 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2013/9/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良医学雑誌　第６０巻第５・６号 (Journal of NaraMedical Association) 2009 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2013/9/13奈良医学雑誌　第５９巻第１・２号 (Journal of NaraMedical Association) 2008 4 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2013/9/13奈良医学雑誌　第５７巻第６号 (Journal of NaraMedical Association) 2006 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2013/9/13奈良医学雑誌　第５７巻第１号 (Journal of NaraMedical Association) 2006 2 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2013/9/13奈良医学雑誌　第５６巻第５・６号 (Journal of NaraMedical Association) 2005 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2013/9/13奈良医学雑誌　第５６巻第４号 (Journal of NaraMedical Association) 2005 8 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2013/9/13奈良医学雑誌　第５９巻第５号 (Journal of NaraMedical Association) 2008 10 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2013/9/13奈良医学雑誌　第５６巻第３号 (Journal of NaraMedical Association) 2005 6 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2013/9/13奈良医学雑誌　第５６巻第２号 (Journal of NaraMedical Association) 2005 4 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2013/9/13奈良医学雑誌　第５６巻第１号 (Journal of NaraMedical Association) 2005 2 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会 2013/9/13奈良医学雑誌　第５９巻第６号 (Journal of NaraMedical Association) 2008 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2013/9/13第312回定例県議会提出 2013 9 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2013/9/17平成24年度　食料・農業・農村白書のあらまし（音声） 2013 9 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2013/9/19奈良県立病院概要　第34号　平成25年度 2013 9 福祉医療部 健康安全局医療管理課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県医療政策部医療管理課 福祉部 2013/9/24奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成２４年度 2013 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算  2013/9/26健全化判断比率審査意見書　資金不足比率審査意見書　平成２４年度 2013 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県監査委員 その他委員会など 2013/9/26奈良県歳入歳出決算報告書　平成23年度 2012 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2013/9/26奈良県歳入歳出決算報告書　平成24年度 2013 9 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 出納局 2013/9/26平成23年度　財産に関する調書（美術品等取得基金運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2012 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2013/9/26平成24年度　財産に関する調書（美術品等取得基金運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2013 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局会計課 出納局 2013/9/26一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成23年度 2012 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2013/9/26一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成24年度 2013 会計局 出納局出納課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局会計課 2013/9/26主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成２４年度 2013 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2013/9/27奈良医学雑誌　第６３巻第５・６号 (Journal of NaraMedical Association) 2012 12 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2013/9/30奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成25年2月1日現在） 2013 10 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2013/10/3小売物価統計調査年報　平成24年 2013 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価  総務部 2013/10/7



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日職員の給与等に関する報告（平成25年10月） 2013 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2013/10/10家計調査年報　平成24年　＜Ⅰ　家計収支編＞ 2013 5 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2013/10/11家計調査年報　平成24年　＜Ⅱ貯蓄・負債編＞ 2013 8 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2013/10/11平成２５年　奈良県地価調査基準地価格一覧及び付近案内図 2013 9 県土マネジメント部 地域政策課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価 地域振興部地域政策課 2013/10/15秋季特別展　美酒発掘 2013 10 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 教育委員会 2013/10/21奈良県中央卸売市場　関係法規集 2013 10 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 総記 例規/通達/法令 中央卸売市場 農林部 2013/11/6２０１３　奈良県のすがた　平成25年度　グラフと解説でみる統計ガイド 2013 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2013/11/6平成２６年度　奈良県立高等養護学校及び奈良東養護学校高等養護部入学者選抜学力検査問題 2013 11 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2013/11/15平成２５年９月第３１２回定例奈良県議会会議録 2013 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2013/11/28県営水道事業年報　平成24年度 2013 12 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2013/12/2第313回定例県議会提出 2013 12 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  2013/12/2平成２５年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2013 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2013/12/4平成２５年度県民アンケート調査報告書 2013 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2013/12/4奈良医学雑誌　第６４巻第１・２・３号 (Journal of NaraMedical Association) 2013 6 福祉医療部 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 福祉部 2013/12/5平成２５年度版　環境白書　２０１３ 2013 12 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 生活環境部 2013/12/19平成23年社会生活基本調査報告　第7巻　国民の生活時間・生活行動（解説編）（調査票Ａ） 2013 10 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2013/12/27統計グラフでみる奈良県　平成24年度版 2013 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 統計課 総務部 2014/1/8奈良県保健環境研究センター年報　平成24年度　第47号 2014 1 福祉医療部 保健環境研究センター 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 保健環境研究センター 福祉部 2014/1/16学校基本調査報告書（初等中等教育機関　専修学校・各種学校編）平成25年度 2013 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2014/1/28平成24年度　地方教育費調査報告書　（平成23会計 2013 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2014/1/28京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成24年度調査報告書№１　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　データ整備編 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2014/1/29京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成24年度調査報告書№２　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　基礎集計及び分析 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2014/1/29京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成24年度調査報告書№３　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　将来予測編 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2014/1/29京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成24年度調査報告書№４　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　計画課題の分析編 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2014/1/29



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成24年度調査報告書№５　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　データ利活用等に関する検討編 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2014/1/29京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成24年度調査報告書№６　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　ＰＴ調査データの取り扱い編 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2014/1/29京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成24年度調査報告書　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　基礎集計及び分析－奈良県の人の動き－ 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2014/1/29京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成24年度調査報告書　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　奈良県の着目テーマに関する分析 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2014/1/29京阪神都市圏総合都市交通体系調査　平成24年度調査報告書　第５回近畿圏パーソントリップ調査報告書　政策評価基礎データ集の作成－地域カルテ－ 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2014/1/29第５回近畿圏パーソントリップ調査 人の動きからみる奈良県のいま 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 交通・運輸・通信 交通 京阪神都市圏交通計画協議会 土木部 2014/1/29業務概況（平成２４年版） 2014 2 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  福祉部 2014/2/12平成２５年１２月第３１３回定例奈良県議会会議録 2014 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2014/2/24〈第３１４回定例県議会提出）平成２６年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2014 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2014/2/26平成26年度一般会計特別会計予算案の概要　平成25年度一般会計特別会計2月補正予算案の概要 2014 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2014/2/26第314回定例県議会提出 2014 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2014/2/26第63回　日本統計年鑑 2013 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2014/3/12平成22年国勢調査報告　第6巻その3 従業地・通学地による抽出詳細集計結果　④全国 近畿 2014 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/3/12平成２５年度学校基本調査結果報告書 2014 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化 奈良県総務部統計課 総務部 2014/3/12奈良県准看護師試験問題　　平成２３年度 2014 3 福祉医療部 健康安全局総務室 行政資料 保健衛生 医療 医師･看護師確保対策室 福祉部 2014/3/18奈良県准看護師試験問題　　平成２４年度 2014 3 福祉医療部 健康安全局総務室 行政資料 保健衛生 医療 医師･看護師確保対策室 福祉部 2014/3/18奈良県准看護師試験問題　　平成２５年度 2014 3 福祉医療部 健康安全局総務室 行政資料 保健衛生 医療 医師･看護師確保対策室 福祉部 2014/3/18山梨県統計年鑑　平成24年刊行 2012 11 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 山梨県 総務部 2014/3/18滋賀県統計書　平成23年度 2013 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 滋賀県総務部統計課 総務部 2014/3/18第61回　愛知県統計年鑑　平成24年度刊 2013 3 都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛知県 総務部 2014/3/18衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査の記録（平成24年12月16日執行） 2014 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙 その他委員会など 選挙管理委員会 2014/3/19奈良県議会議員（山辺郡・奈良市選挙区）補欠選挙の記録（平成24年12月16日執行） 2014 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙 その他委員会など 選挙管理委員会 2014/3/19日本の統計　2014年版 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2014/3/24



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日我が国の人口動態　平成26年 2014 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 人口・世帯 人口動態統計・人口調査 財団法人　厚生統計協会 2014/3/25国民医療費　平成23年度 2014 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 財団法人　厚生労働統計協会 2014/3/25国土交通白書　2013 2013 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2014/3/25都市交通年報　平成23年版 2013 4 国関係機関 国土交通省 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 交通・運輸・通信一般 （財）運輸政策研究機構 2014/3/25エネルギー白書２０１３ 2013 8 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 経済産業省 2014/3/25中小企業白書　2013年版 2013 8 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 財団法人経済産業調査会 2014/3/25男女共同参画白書　平成25年版 2013 6 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2014/3/25公務員白書　平成25年版 2013 6 国関係機関 人事院 行政資料 総合行政 行政一般 日経印刷株式会 2014/3/26土地白書　平成25年版 2013 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画  2014/3/26地方財政白書　平成25年版 2013 4 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政  2014/3/26医療白書　2013年度版 2013 9 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 ㈱日本医療企画 2014/3/26ジェンダー白書９　アクティブシニアが日本を変える 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2014/3/26平成25年版　少子化社会対策白書 2013 8 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉  2014/3/26精神保健福祉白書　2014年版 2013 12 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2014/3/26消費者白書　平成２５年版 2013 7 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 消費者庁 2014/3/26子ども・若者白書　平成25年版 2013 6 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人  2014/3/26自殺対策白書　平成２５年版 2013 7 国関係機関 内閣府 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  2014/3/26レジャー白書　2013 2013 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション （財）日本生産性本部 2014/3/26文部科学白書　平成24年度 2013 7 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般  2014/3/26人権教育・啓発白書　平成25年版 2013 6 国関係機関 法務省 行政資料 社会福祉 同和 法務省・文部科学 総務部 2014/3/26交通安全白書　平成25年版 2013 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全 内閣府 2014/3/26消防白書　平成25年版 2013 12 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 消防・防災 消防庁 2014/3/26防災白書　平成25年版 2013 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2014/3/26犯罪白書　平成25年版 2013 12 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  2014/3/26警察白書　平成25年版 2013 7 国関係機関 国家公安委員会(警察庁を含む) 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般  2014/3/26環境白書（循環型社会白書／生物多様性白書）　平成25年版 2013 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般  2014/3/26労働経済白書　平成25年版 2013 9 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般  2014/3/26女性労働の分析 2012年 2014 2 その他 その他団体等 行政資料 労働 労働一般 （財）２１世紀職業財団  2014/3/26情報通信白書　平成25年版 2013 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 通信  2014/3/26経済財政白書　平成25年版 2013 8 国関係機関 内閣府 行政資料 産業経済 産業経済一般  2014/3/26食料・農業・農村白書　平成25年版 2013 7 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産  2014/3/26森林・林業白書　平成25年版 2013 7 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 財団法人　農林統計協会  2014/3/26国会便覧（平成26年2月新版） 2014 2 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 清田　順稔 2014/3/26日本のすがた　2014 2014 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 公益財団法人　矢野恒太記念会  2014/3/26平成２４年簡易生命表 2013 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生労働統計協会  2014/3/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日住民基本台帳人口要覧 平成２5年版　Ⅰ 2013 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会  2014/3/26住民基本台帳人口要覧 平成２５年版　Ⅱ 2013 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会  2014/3/26環境調査報告書（水質編）平成24年度 2014 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2014/3/26労働統計要覧　平成24年度 2013 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 蔦友印刷株式会 2014/3/28保険と年金の動向（厚生の指標　増刊Vol.60　No.142013/2014） 2013 11 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 （財）厚生労働統計協会 2014/3/28厚生統計要覧　平成24年度 2013 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)厚生労働統計協会 2014/3/28平成23年度　食料需給表 2013 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 （財）農林統計協会 2014/3/28住宅経済データ集　2013年(平成25年）度版 2013 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 住宅 住宅 ㈱住宅産業新聞 2014/3/28平成24年度版　観光の実態と志向 2013 7 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人日本観光振興協会 2014/3/28平成23年（第59回）　福井県統計年鑑 2013 3 都道府県 福井県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 福井県 総務部 2014/3/28社会生活統計指標（都道府県の指標）2014 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2014/3/28統計でみる都道府県のすがた　2014 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2014/3/28日本の就業構造　平成24年　就業構造基本調査の解説 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 総務省統計局 総務部 2014/3/28平成24年就業構造基本調査報告　全国編 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 総務省統計局 総務部 2014/3/28平成24年就業構造基本調査報告　都道府県編Ⅰ　全国，都道府県（北海道～愛知県） 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 総務省統計局 総務部 2014/3/28平成24年就業構造基本調査報告　都道府県編Ⅱ　全国，都道府県（三重県～沖縄県） 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 総務省統計局 総務部 2014/3/28平成24年就業構造基本調査報告　政令指定都市編 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 総務省統計局 総務部 2014/3/28平成24年就業構造基本調査報告　地域別主要結果編 Ⅰ全国，都道府県　県庁所在都市　人口30万以上 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 総務省統計局 総務部 2014/3/28平成24年就業構造基本調査報告　地域別主要結果編 Ⅱ県内経済圏 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 総務省統計局 総務部 2014/3/28奈良医学雑誌　第６４巻第４号 (Journal of NaraMedical Association) 2013 11 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2014/4/2奈良医学雑誌　第６４巻第５・６号 (Journal of NaraMedical Association) 2013 12 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2014/4/2平成24年度　包括外部監査結果報告書 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県包括外部監査人 2014/4/2平成24年度　包括外部監査結果報告書の概要 2013 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県包括外部監査人 2014/4/2平成25年度　包括外部監査結果報告書 2014 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県包括外部監査人 2014/4/2平成25年度　包括外部監査結果報告書の概要 2014 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県包括外部監査人 2014/4/2世界の統計　2014年版 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2014/4/2



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日大阪府統計年鑑　平成23年度 2013 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪府総務部統計課 総務部 2014/4/2平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その1　全国編 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村編　①北海道・東北Ⅰ 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村編　②東北Ⅱ 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村編　③関東Ⅰ 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村編　④関東Ⅱ 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村編　⑤中部Ⅰ 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村編　⑥中部Ⅱ 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村編　⑦近畿Ⅰ 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村編　⑧近畿Ⅱ 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村編　⑨中国 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村編　⑩四国 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村編　⑪九州Ⅰ 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村編　⑫九州Ⅱ・沖縄 2014 2 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による抽出詳細集計結果　①全国、北海道・東北 2014 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による抽出詳細集計結果　②全国、関東 2014 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による抽出詳細集計結果　③全国、中部 2014 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による抽出詳細集計結果　⑤全国、中国・四国 2014 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成22年国勢調査報告　第6巻　その3　従業地・通学地による抽出詳細集計結果　⑥全国、九州・沖縄 2014 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第1巻　事業所数及び従業者数に関する集計　その1　総括表 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第1巻　事業所数及び従業者数に関する集計　その2　都道府県・市区町村表 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第2巻　事業所の売上（収入）金額に関する集計　その1　総括表 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成24年　経済センサス活動調査報告　第2巻　事業所の売上（収入）金額に関する集計　その2　都道府県・市区町村表 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第3巻　企業等数及び従業者数に関する集計 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第4巻　企業等の売上（収入）金額及び費用に関する集計 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第5巻　鉱業、採石業、砂利採取業に関する集計 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第6巻　製造業に関する集計（「平成23年工業統計調査」相当）　産業細分類別編 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第6巻　製造業に関する集計（「平成23年工業統計調査」相当）　その1　品目編 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第6巻　製造業に関する集計（「平成23年工業統計調査」相当）　その2　産業編 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第6巻　製造業に関する集計（「平成23年工業統計調査」相当）　その3　用地・用水編 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第6巻　製造業に関する集計（「平成23年工業統計調査」相当）　その4　市区町村編 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第6巻　製造業に関する集計（「平成23年工業統計調査」相当）　その5　工業地区編 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/3平成24年　経済センサス活動調査報告　第7巻　卸売業・小売業に関する集計　その1　産業編（総括表） 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/4平成24年　経済センサス活動調査報告　第7巻　卸売業・小売業に関する集計　その2　産業編（都道府県 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/4平成24年　経済センサス活動調査報告　第7巻　卸売業・小売業に関する集計　その3　産業編（市区町村 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/4平成24年　経済センサス活動調査報告　第7巻　卸売業・小売業に関する集計　その4　産業編（小売業） 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2014/4/4奈良県紀伊半島大水害　復旧・復興計画　アクション・プラン　平成２６年度版 2014 3 総務部 地域振興部企画管理室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 奈良県紀伊半島大水害復旧・復興推進本部 地域振興部 2014/4/4職場環境調査報告書　平成25年度 2014 3 産業・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  産業・雇用振興部 2014/4/4歴史から学ぶ　奈良の災害史 2013 3 総務部 知事公室防災統括室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 奈良県紀伊半島大水害復旧・復興推進本部 総務部 2014/4/8歴史から学ぶ　奈良の災害史　概要版 2013 3 総務部 知事公室防災統括室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 奈良県紀伊半島大水害復旧・復興推進本部 総務部 2014/4/8



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日紀伊半島大水害　災害体験者の声 2013 3 総務部 知事公室防災統括室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 奈良県紀伊半島大水害復旧・復興推進本部 総務部 2014/4/8奈良県の工業（平成２４年経済センサス活動調査（製造業に関する集計）結果報告書） 2012 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 統計課 総務部 2014/4/8奈良県子育て実態調査報告書　県民の結婚と子育てに関する意識と現状 2014 3 文化・教育・くらし創造部 こども・女性局 行政資料 生活文化 青少年・婦人 こども・女性局 健康福祉部 2014/4/8奈良県保育士実態調査等報告書 2014 3 文化・教育・くらし創造 こども・女性局 行政資料 生活文化 青少年・婦人 こども・女性局 健康福祉部 2014/4/9第89回　神戸市統計書（平成24年度版） 2013 3 都道府県 兵庫県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 神戸市 総務部 2014/4/11一般旅券発行概要　平成25年 2013 3 総務部 旅券事務所 統計資料 人口・世帯 人口一般  総務部知事公室 2014/4/15なら健康長寿基本計画 2013 7 福祉医療部 健康づくり推進課 行政資料 保健衛生 健康 健康づくり推進課 健康福祉部 2014/4/15平成25年度　なら健康長寿基礎調査　報告書 2014 3 福祉医療部 健康づくり推進課 行政資料 保健衛生 健康 健康づくり推進課 健康福祉部 2014/4/15奈良県消費流出実態調査報告書 2013 10 産業・観光・雇用振興部 産業政策課 行政資料 産業経済 産業経済一般 産業政策課 産業・雇用振興部 2014/4/15平成２５年度　学校保健統計調査報告書 2014 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2014/4/16富山県統計年鑑　平成23年（平成24年度刊行） 2013 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 富山県経営管理部統計調査課 総務部 2014/4/22平成23年　徳島県統計書 2013 3 都道府県 徳島県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 徳島県 総務部 2014/4/22高齢者の生活・介護等に関する県民調査　調査結果報告書 2014 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 奈良県 健康福祉部 2014/4/222012　ＮＡＲＡ ＦＯＲＵＭ ＡＳＩＡ ＣＯＳＭＯＰＯＬＩＴＡＮ ＡＷＡＲＤＳ　アジアコスモポリタン賞受賞記念奈良 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課 総務部知事公室 2014/4/24第３回東アジア地方政府会合（日本語） 2013 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課 総務部知事公室 2014/4/24第３回東アジア地方政府会合（英語） 2013 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課 総務部知事公室 2014/4/24第３回東アジア地方政府会合（中国語） 2013 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課 総務部知事公室 2014/4/24第３回東アジア地方政府会合（韓国語） 2013 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課 総務部知事公室 2014/4/24第４回東アジア地方政府会合（日本語） 2014 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課 総務部知事公室 2014/4/24第４回東アジア地方政府会合（英語） 2014 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課 総務部知事公室 2014/4/24第４回東アジア地方政府会合（中国語） 2014 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課 総務部知事公室 2014/4/24第４回東アジア地方政府会合（韓国語） 2014 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課 総務部知事公室 2014/4/24古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法明日香村における歴史的風土の保存に関する特別措置法奈良県風致地区条例その他関係法令集 2013 3 水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護  くらし創造部景観・環境局 2014/4/28奈良県景観計画　奈良県景観計画概要版　奈良県景観形成の基準解説 2010 11 水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護  くらし創造部景観・環境 2014/4/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県景観計画・色彩基準解説書 2011 5 水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護  くらし創造部景観・環境 2014/4/28奈良県植栽計画「なら四季彩の庭」づくり<小庭（エリア）整備計画> 2014 3 水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護  くらし創造部景観・環境 2014/4/28奈良県植栽計画「なら四季彩の庭」づくり 2014 3 水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護  くらし創造部景観・環境 2014/4/28消費者物価指数年報　平成25年 2014 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2014/4/30平成２５年度研究紀要・研究集録　第２１号（要旨集）」 2014 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 奈良県教育研究 教育委員会 2014/5/22平成２５年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査年報） 2014 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2014/5/27市場年報　平成２５年度 2014 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般 奈良県中央卸売市場 農林部 2014/5/27第100回　大阪市統計書　平成24年版 2013 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2014/5/29奈良県市町村要覧　平成２６年度 2014 4 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  地域振興部 2014/5/29要覧　平成26年度 2014 6 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 教育委員会 2014/6/10業務概況平成２４年度（平成２５年版） 2014 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  医療政策部 2014/6/16奈良県の下水道　平成２５年度 2014 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課 県土マネジメント部 2014/6/19平成２６年２月第３１４回定例奈良県議会会議録 2014 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2014/6/20奈良県の水道概要　平成24年度版 2014 県土マネジメント部 地域政策課 行政資料 建設 上下水道 奈良県地域振興部地域政策課 地域振興部 2014/6/20第315回定例県議会提出 2014 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2014/6/23奈良県出資法人　平成25年度事業（業務）報告・平成26年度事業計画書 2014 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2014/6/23平成22年国勢調査 最終報告書　日本の人口・世帯（上巻－解説・資料編） 2014 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/6/30平成22年国勢調査 最終報告書　日本の人口・世帯（下巻－統計表編） 2014 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2014/6/30労働力調査年報　平成25年 2014 5 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 労働力調査  総務部 2014/7/1卸売市場の概要　平成２６年６月 2014 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2014/7/3高齢者福祉対策の概要　平成26年度 2014 7 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2014/7/4奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成27年度 2014 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2014/7/4参議院議員通常選挙の記録（平成25年7月21日執行） 2014 7 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  その他委員会など 2014/7/10人口推計（平成25年10月1日現在） 2014 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省統計局 総務部 2014/7/17市場年報　平成２５年度 2014 6 県関係機関 (財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (財)奈良県食肉公社 農林部 2014/7/18住民基本台帳人口移動報告年報 平成２５年 2014 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省総計局 総務部 2014/7/29青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第138号 2013 5 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2014/7/29青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第139号 2014 1 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2014/7/29



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第140号 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2014/7/29観音寺本馬遺跡Ⅱ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第114冊 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2014/7/29脇本遺跡Ⅱ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第115冊 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2014/7/29薩摩遺跡Ⅰ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第116冊 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2014/7/29飛鳥京跡Ⅵ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第117冊 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2014/7/29松之本遺跡　第4次調査　奈良県文化財調査報告書第163集 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2014/7/29忌部山遺跡・千塚山遺跡　奈良県文化財調査報告書第164集 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2014/7/29奈良県遺跡調査概報（第二分冊）2012年度 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 教育委員会 2014/7/29奈良県遺跡調査概報（第一分冊）2013年度 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 生活文化 文化財 橿原考古学研究 教育委員会 2014/7/29橿原考古学研究所年報　39　2012年度 2013 10 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 県立橿原考古学研究所 教育委員会 2014/7/29考古学論攷　第３７冊　橿原考古学研究所紀要 2014 6 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2014/7/29100の指標からみた奈良県勢　平成26年版 2014 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県知事公室統計課 総務部 2014/8/7家計調査年報　平成25年　＜Ⅰ　家計収支編＞ 2014 5 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2014/8/18平成26年度　こんにちは県議会です 2014 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2014/8/19奈良県立医科大学概要　平成２６年度 2014 8 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  県関係機関 2014/8/27奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　平成27年 2014 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2014/8/28奈良県統計年鑑　平成25年度 2014 8 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2014/8/29奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成２４年度版 2014 4 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 奈良県生活環境部廃棄物対策課 くらし創造部景観・環境 2014/9/5平成２６年６月第３１５回定例奈良県議会会議録 2014 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2014/9/12近畿の運輸行政　２０１４ 2014 9 国関係機関 近畿地方運輸局 行政資料 交通・運輸・通信 運輸 国土交通省近畿運輸局 総務部 2014/9/12奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成26年2月1日現在） 2014 9 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2014/9/12第316回定例県議会提出 2014 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2014/9/16奈良県森林技術センター研究報告　第43号 2014 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2014/9/18業務報告　平成25年度 2014 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2014/9/18奈良県歳入歳出決算報告書　平成25年度 2014 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2014/9/25主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成２５年度 2014 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2014/9/25一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成25年度 2014 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2014/9/25平成25年度　財産に関する調書（美術品等取得基金運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2014 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2014/9/25



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成25年度　健全化判断比率審査意見書　資金不足比率審査意見書 2014 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県監査委員 その他委員会など 2014/9/25奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成２５年度 2014 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算 奈良県監査委員 その他委員会など 2014/9/25STATISTICAL HANDBOOK OF JAPAN 2012 2014 9 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2014/9/26奈良医学雑誌　第６５巻第１・２・３号 (Journal of NaraMedical Association) 2014 7 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2014/9/29平成２６年度　奈良県地価調査基準地価格一覧及び付近案内図 2014 10 県土マネジメント部 地域政策課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価 地域振興部 2014/10/2消費者行政の概要　平成26年度 2014 10 文化・教育・くらし創造部 消費・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活 奈良県くらし創造部　消費・生活安 くらし創造部 2014/10/2職員の給与等に関する報告及び勧告（平成26年10月） 2014 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2014/10/14葛城市市勢要覧　2014 2014 10 都道府県 奈良県 統計資料 総記(統計) その他統計資料 葛城市 奈良県市町村 2014/10/16奈良県の工業（平成２４年工業統計調査結果報告書） 2012 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 統計課 総務部 2014/11/5交通年鑑　平成２５年版 2014 11 その他委員会など 警察本部 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 奈良県県警本部 その他委員会など 2014/11/11小売物価統計調査年報　平成25年 2014 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省 総務部 2014/11/14家計調査年報　平成25年　＜Ⅱ　貯蓄・負債編＞ 2014 8 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2014/11/25平成２７年度　奈良県立高等養護学校及び奈良東養護学校高等養護部入学者選抜学力検査問題 2014 11 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 2014/11/26平成２６年９月第３１６回定例奈良県議会会議録 2014 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2014/11/27第317回定例県議会提出 2014 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2014/12/1平成26年版　在留外国人統計 2014 11 国関係機関 法務省 統計資料 人口・世帯 人口一般 法務省入国管理 法務省 2014/12/2平成２６年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2014 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2014/12/3平成２６年度県民アンケート調査報告書 2014 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2014/12/3平成25年　奈良県鉱工業指数年報　（平成22年基準） 2013 11 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2014/12/8山梨県統計年鑑　平成25年刊行 2013 11 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 山梨県 総務部 2014/12/9平成２６年度　奈良県の男女共同参画 2014 12 文化・教育・くらし創造部 女性支援課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県健康福祉部こども・女性局女性支援課 2014/12/11第64回　日本統計年鑑 2014 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2014/12/19県営水道事業年報　平成25年度 2014 12 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2014/12/25平成25年特定サービス産業実態調査報告書　ソフトウェア業，情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　新聞業、出版業編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成25年特定サービス産業実態調査報告書　クレジットカード業，割賦金融業編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　デザイン業，機械設計業編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　広告業編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　計量証明業編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　機械修理業、電気機械器具修理業編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　冠婚葬祭業編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　映画館編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　興行場，興行団編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　スポーツ施設提供業編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　公園，遊園地・テーマパーク編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　学習塾編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7平成25年特定サービス産業実態調査報告書　教養・技能教授編 2014 12 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/1/7学校基本調査報告書（初等中等教育機関　専修学校・各種学校編）平成26年度 2014 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2015/1/9学校基本調査報告書（高等教育機関編）平成26年度 2014 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2015/1/9平成25年度　地方教育費調査報告書（平成24会計年度）・教育行政調査（平成25年度5月1日現在） 2014 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2015/1/9



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成25年　住宅・土地統計調査　速報集計結果 2014 12 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/1/21奈良県のすがた２０１４　平成26年度版　グラフと解説で見る統計ガイド 2014 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2015/1/22奈良県保健研究センター年報　平成25年度　No.48 2014 10 福祉医療部 保健研究センター 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策部 2015/1/22奈良医学雑誌　第６５巻第４・５・６号 (Journal of NaraMedical Association) 2014 12 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2015/2/9平成２６年１２月第３１７回定例奈良県議会会議録 2015 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2015/2/19〈第３１８回定例県議会提出）平成２７年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2015 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2015/2/23平成27年度一般会計特別会計予算案の概要　平成26年度一般会計特別会計2月補正予算案の概要 2015 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2015/2/23〈第３１８回定例県議会提出）条例その他の予算外議 2015 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県 総務部 2015/2/23第318回定例県議会提出 2015 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2015/2/23奈良県景観・環境総合センター研究報告　第1号 平成25年度 2014 2 水循環・森林・景観環境部 景観・環境総合センター 行政資料 環境 環境（大気・水） 景観・環境総合センター 景観観光局 2015/2/24社会生活統計指標（都道府県の指標）2015 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2015/3/6統計でみる都道府県のすがた　2015 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2015/3/6平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その3　岩手県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/9平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その4　宮城県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/9平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その7　福島県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/9平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その１８　福井県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/9平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その32　島根県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/9平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その３６　徳島県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/9奈良県准看護師試験問題　　平成２６年度 2015 3 福祉医療部 健康安全局総務室 行政資料 保健衛生 医療 医師･看護師確保対策室 医療政策部 2015/3/13　アジアコスモポリタン賞受賞記念 奈良フォーラム2014 2015 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2015/3/17公務員白書　平成26年版 2014 6 国関係機関 人事院 行政資料 総合行政 行政一般 2015/3/18土地白書　平成26年版 2014 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 昭和情報プロセス(株) 2015/3/18地方財政白書　平成26年版 2014 3 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政 2015/3/18医療白書　2014－2015年版 2014 8 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 (株)日本医療企画 2015/3/18少子化社会対策白書　平成26年版平成26年版平成26年版平成26年版 2014 7 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 2015/3/18子ども・若者白書　平成26年版 2014 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 2015/3/18男女共同参画白書　平成26年版 2014 6 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 2015/3/18レジャー白書　2014 2014 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 公益財団法人 日本生産性本部 2015/3/18文部科学白書　平成25年度 2014 7 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般 2015/3/18交通安全白書　平成26年版 2014 8 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全 内閣府 2015/3/18消防白書　平成26年版 2014 12 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 消防・防災 消防庁 2015/3/18



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日防災白書　平成26年版 2014 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2015/3/18犯罪白書　平成26年版 2014 12 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 2015/3/18警察白書　平成26年版 2014 8 国関係機関 国家公安委員会(警察庁を含む) 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 (株)ぎょうせい  2015/3/18環境白書（循環型社会白書／生物多様性白書）　平成26年版 2014 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般 2015/3/18労働経済白書　平成26年版 2014 9 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 2015/3/18女性労働の分析 2013年 2015 2 その他 その他団体等 行政資料 労働 労働一般 （財）２１世紀職業財団  2015/3/18情報通信白書　平成26年版 2014 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 情報通信 2015/3/18中小企業白書　2014年版 2014 6 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 2015/3/18食料・農業・農村白書　平成26年版 2014 7 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産 (一財)農林統計協会  2015/3/18森林・林業白書　平成26年版 2014 7 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 (一財)農林統計協会  2015/3/18国土交通白書　2014 2014 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2015/3/18国会便覧（平成27年2月新版） 2015 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 (株)廣済堂出版  2015/3/18国民医療費　平成24年度 2015 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 財団法人　厚生労働統計協会 2015/3/18日本のすがた　2015 2015 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 公益財団法人　矢野恒太記念会  2015/3/18平成２５年簡易生命表 2014 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (財)厚生労働統計協会  2015/3/18住民基本台帳人口要覧 Ⅰ平成２６年版 2014 7 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会  2015/3/18住民基本台帳人口要覧Ⅱ 平成２６年版 2014 7 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会  2015/3/18労働統計要覧　平成25年度 2014 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 2015/3/18保険と年金の動向2014/2015 2014 11 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 （財）厚生労働統計協会 2015/3/18厚生統計要覧　平成25年度 2014 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 (財)厚生労働統計協会 2015/3/18平成24年度　食料需給表 2014 4 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 （財）農林統計協会 2015/3/18住宅経済データ集　2014年(平成26年）度版 2014 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 住宅 住宅 ㈱住宅産業新聞 2015/3/18平成24年度　奈良県県民経済計算報告書 2015 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2015/3/19平成26年度版　環境白書　2014 2015 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 景観・観光局 2015/3/19奈良県指定文化財　平成22・23年度版（第50集） 2015 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財 文化財保存課 教育委員会 2015/3/23平成26年度　学校基本調査結果報告書 2015 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化 奈良県総務部統計課 総務部 2015/3/23日本の統計　2015年版 2015 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2015/3/24環境調査報告書（水質編）平成25年度 2015 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2015/3/24平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その2　青森県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その5　秋田県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その6　山形県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その16　富山県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その17　石川県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その19　山梨県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その25　滋賀県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その29　奈良県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その30　和歌山県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その31　鳥取県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その37　香川県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その38　愛媛県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その39　高知県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その41　佐賀県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その42　長崎県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その44　大分県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25平成25年　住宅・土地統計調査報告　第2巻　都道府県編　その45　宮崎県 2015 2 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/3/25水質試験年報　平成25年度 2015 4 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2015/3/27女性の社会参加に関する意識調査報告書 2015 3 文化・教育・くらし創造部 女性支援課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県健康福祉部こども・女性局女性支援課 2015/3/27平成26年度　包括外部監査結果報告書の概要 2015 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県包括外部監査人 2015/3/30平成26年度　包括外部監査結果報告書 2015 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県包括外部監査人  2015/3/30行幸啓誌　第34回全国豊かな海づくり大会 2015 3 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2015/3/31奈良こどもすくすく・子育ていきいきプラン 概要版 2015 3 文化・教育・くらし創造 こども・女性局 行政資料 生活文化 青少年・婦人 こども・女性局 健康福祉部 2015/3/31奈良こどもすくすく・子育ていきいきプラン 2015 3 文化・教育・くらし創造 こども・女性局 行政資料 生活文化 青少年・婦人 こども・女性局 健康福祉部 2015/3/31第６２回　愛媛県統計年鑑　平成２５年刊行 2014 3 都道府県 愛媛県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛媛県統計協会 総務部 2015/4/2第62回　愛知県統計年鑑　平成25年度刊 2014 3 都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛知県 総務部 2015/4/2



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日大阪府統計年鑑　平成25年度 2014 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪府総務部統計課 総務部 2015/4/2第90回　神戸市統計書（平成25年度版） 2014 3 都道府県 兵庫県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 神戸市 総務部 2015/4/2平成23年　紀伊半島大水害　大規模土砂災害に関する調査・研究報告 2015 4 県土マネジメント部 砂防課 行政資料 防災・防犯 治山・治水 奈良県土木部砂防課 土木部 2015/4/2職場環境調査報告書　平成26年度 2015 3 産業・観光・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  産業・雇用振興部 2015/4/6県土マネジメント　～平成26年度県土マネジメント部・まちづくり推進局の概要～２０１４ 2015 4 県土マネジメント部 県土マネジメント部企画管理室 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県 県土マネジメント部・まちづくり推進 2015/4/9富山県統計年鑑　平成24年（平成25年度刊行） 2015 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 富山県経営管理部統計調査課 総務部 2015/4/10平成26年度　なら健康長寿基礎調査　報告書 2015 3 福祉医療部 健康づくり推進課 行政資料 保健衛生 健康 健康づくり推進課 健康福祉部 2015/4/20NARASIA Q vol.0 2012 3 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21NARASIA Q vol.1 2013 1 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21NARASIA Q vol.2 2013 2 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21NARASIA Q vol.3 2013 3 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21NARASIA Q vol.4 2013 9 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21NARASIA Q vol.5 2013 11 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21NARASIA Q vol.6 2014 1 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21NARASIA Q vol.7 2014 3 総務部 奈良県 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 知事公室 2015/4/21消費者物価指数年報　平成26年 2015 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2015/4/22青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第14１号 2014 5 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第142号 2014 10 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第143号 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23橿原考古学研究所調査報告　第118冊（脇本遺跡Ⅱ） 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23薩摩遺跡Ⅱ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第119冊 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23平城京左京三条二坊十一・十二・十三・十四坪　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第120冊 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23平城京左京五条五坊二坪　奈良県文化財調査報告書　第165集 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23藤原京右京十一条二坊　奈良県文化財調査報告書第166集 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23奈良県遺跡調査概報　2013年度（第二分冊） 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23奈良県遺跡調査概報　2014年度（第一分冊） 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23橿原考古学研究所年報　40　2013年度 2014 11 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23考古学論攷　第３８冊　橿原考古学研究所紀要 2015 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日橿原考古学研究所第34回公開講演会「百済と日本の寺院と都城」 2014 12 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2015/4/23平成24年　徳島県統計書 2014 3 都道府県 徳島県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 徳島県 総務部 2015/4/23奈良県立美術館紀要　第29号 2015 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2015/4/24奈良県立美術館年報　平成25年度 2015 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2015/4/24世界の統計　2015年版 2015 5 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2015/5/1平成２６年度　地域振興部所管公共工事発注見通し 2015 6 水循環・森林・景観環境部 企画管理室 行政資料 総合行政 行政一般  地域振興部 2015/5/9中小企業施策利用ガイドブック　平成26年度 2014 4 産業・観光・雇用振興部 産業政策課 行政資料 産業経済 商・鉱工業 中小企業庁 産業・雇用振興部 2015/5/11平成２６年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査年報） 2015 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2015/5/12平成24年（第60回）　福井県統計年鑑 2014 3 都道府県 福井県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 福井県 総務部 2015/5/12奈良県同和問題関係史料第16集『日出新聞』奈良県関係記事Ⅰ 2015 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 教育委員会 2015/5/15奈良県同和問題関係史料ｾﾝﾀｰ　研究紀要　第19号 2015 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 教育委員会 2015/5/15人権教育の手びき　第56集　人権教育指導資料集 2015 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 社会福祉 同和 教育委員会 教育委員会 2015/5/15人権教育学習資料集『なかまとともに』　小学校２ 2012 12 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 人権教育 教育委員会 教育委員会 2015/5/15人権教育学習資料集『なかまとともに』　小学校２ 2014 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 人権教育 教育委員会 教育委員会 2015/5/15人権教育学習資料集『なかまとともに』　中学校 2015 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 人権教育 教育委員会 教育委員会 2015/5/15平成２６年度研究紀要・研究集録　第２２号（要旨集）」 2015 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 奈良県教育研究 教育委員会 2015/5/22平成２７年２月第３１８回定例奈良県議会会議録 2015 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2015/6/19第319・320回定例県議会提出 2015 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2015/6/22研究紀要　第19集 2015 3 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2015/6/22中小企業施策利用ガイドブック　平成27年度 2015 4 産業・観光・雇用振興部 産業政策課 行政資料 産業経済 商・鉱工業 中小企業庁 産業・雇用振興部 2015/6/23奈良県高齢者福祉計画及び第６期奈良県介護保険事業支援計画 2015 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2015/6/30奈良市老人福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 奈良市 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 奈良市 奈良県市町村 2015/6/30大和郡山市老人福祉計画及び第６期介護保険事業計画（平成27年度～平成29年度） 2015 3 奈良県市町村 大和郡山市 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 大和郡山市 奈良県市町村 2015/6/30天理市高齢者福祉計画　第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 天理市 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 天理市 奈良県市町村 2015/6/30橿原市第７期老人福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 橿原市 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 橿原市 奈良県市町村 2015/6/30桜井市老人保健福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 桜井市 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 桜井市 奈良県市町村 2015/6/30五條市老人保健福祉計画及び第６期五條市介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 五條市 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 五條市 奈良県市町村 2015/6/30御所市高齢者保健福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 御所市 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 御所市 奈良県市町村 2015/6/30



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日大和高田市高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 大和高田市 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 大和高田市 奈良県市町村 2015/6/30生駒市高齢者保健福祉計画　第６期介護保険事業計画（平成27年度～平成29年度〉 2015 3 奈良県市町村 生駒市 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 生駒市 奈良県市町村 2015/6/30香芝市高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 香芝市 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 香芝市 奈良県市町村 2015/6/30葛城市高齢者保健福祉計画　第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 葛城市 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 葛城市 奈良県市町村 2015/6/30宇陀市高齢者保健福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 宇陀市 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 宇陀市 奈良県市町村 2015/6/30山添村高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 山添村 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 山添村 奈良県市町村 2015/6/30第６期平群町介護保険事業計画　高齢者福祉計画（平成27年度～平成29年度） 2015 3 奈良県市町村 平群町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 平群町 奈良県市町村 2015/6/30三郷町高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 三郷町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 三郷町 奈良県市町村 2015/6/30第６期斑鳩町介護保険事業計画・高齢者福祉計画 2015 3 奈良県市町村 斑鳩町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 斑鳩町 奈良県市町村 2015/6/30安堵町高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 安堵町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 安堵町 奈良県市町村 2015/6/30川西町第７次高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 川西町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 川西町 奈良県市町村 2015/6/30三宅町高齢者福祉計画第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 三宅町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 三宅町 奈良県市町村 2015/6/30田原本町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（平成27～29年度） 2015 3 奈良県市町村 田原本町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 田原本町 奈良県市町村 2015/6/30曽爾村高齢者保健福祉計画・第６期介護保険事業計画　平成27年度～平成29年度 2015 3 奈良県市町村 曽爾村 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 曽爾村 奈良県市町村 2015/6/30御杖村高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成27～平成29年度） 2015 3 奈良県市町村 御杖村 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 御杖村 奈良県市町村 2015/6/30高取町第６期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画 2015 3 奈良県市町村 高取町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 高取町 奈良県市町村 2015/6/30明日香村第６期高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 明日香村 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 明日香村 奈良県市町村 2015/6/30上牧町第６期介護保険事業計画　高齢者保健福祉計画　平成27年度～平成29年度 2015 3 奈良県市町村 上牧町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 上牧町 奈良県市町村 2015/6/30第６期王寺町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画 2015 3 奈良県市町村 王寺町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 王寺町 奈良県市町村 2015/6/30広陵町第６期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画　平成27年度～平成29年度 2015 3 奈良県市町村 広陵町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 広陵町 奈良県市町村 2015/6/30河合町高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 河合町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 河合町 奈良県市町村 2015/6/30吉野町高齢者福祉計画・第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 吉野町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 吉野町 奈良県市町村 2015/6/30大淀町第６期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画 2015 3 奈良県市町村 大淀町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 大淀町 奈良県市町村 2015/6/30



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日下市町第６期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画 2015 3 奈良県市町村 下市町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 下市町 奈良県市町村 2015/6/30黒滝村地域包括ケア計画　黒滝村第６期介護保険事業計画第７次高齢者福祉計画 2015 3 奈良県市町村 黒滝村 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 黒滝村 奈良県市町村 2015/6/30天川村老人福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 天川村 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 天川村 奈良県市町村 2015/6/30野迫川村第７期高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 野迫川村 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 野迫川村 奈良県市町村 2015/6/30第6期十津川村介護保険事業計画及び老人福祉計画 2015 3 奈良県市町村 十津川村 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 十津川村 奈良県市町村 2015/6/30第６期下北山村介護保険事業計画及び高齢者福祉計画 2015 3 奈良県市町村 下北山村 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 下北山村 奈良県市町村 2015/6/30上北山村高齢者福祉計画　第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 上北山村 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 上北山村 奈良県市町村 2015/6/30川上村高齢者福祉計画及び第６期介護保険事業計画 2015 3 奈良県市町村 川上村 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 川上村 奈良県市町村 2015/6/30東吉野村第６期介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画 2015 3 奈良県市町村 東吉野村 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 東吉野村 奈良県市町村 2015/6/30労働力調査年報　平成26年 2015 5 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 労働力調査 総務省統計局 総務部 2015/6/30奈良県の下水道　平成２６年度 2015 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課 県土マネジメント部 2015/7/3高齢者福祉対策の概要　平成27年度 2015 7 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2015/7/3奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成2８年度 2015 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2015/7/7人口推計（平成26年10月1日現在） 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省統計局 総務部 2015/7/15家計調査年報　平成26年　＜Ⅰ　家計収支編＞ 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2015/7/16卸売市場の概要　平成２７年６月 2015 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2015/7/21市場年報　平成２６年度 2015 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 畜産 奈良県中央卸売市場 農林部 2015/7/21市場年報　平成２６年度 2015 6 県関係機関 (公財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (公財)奈良県食肉公社 農林部 2015/7/23奈良県市町村要覧　平成２７年度 2015 5 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  地域振興部 2015/7/27奈良県統計年鑑　平成26年度 2015 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2015/7/30奈良県議会図書室　増加図書目録 2015 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 議会事務局 その他委員会など 2015/8/7100の指標からみた奈良県勢　平成27年版 2015 7 総務部 統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県知事公室統計課 知事公室 2015/8/10近畿の運輸行政　２０１５ 2015 8 国関係機関 近畿地方運輸局 行政資料 交通・運輸・通信 運輸 国土交通省近畿運輸局 知事公室 2015/8/11平成25年　住宅・土地統計調査報告　第1巻　全国編 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その１　北海道 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その８　茨城県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その９　栃木県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その１０　群馬県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その１１　埼玉県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その１２　千葉県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その１３　東京都 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その１４　神奈川県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その１５　新潟県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その２０　長野県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その２１　岐阜県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その２２　静岡県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その２３　愛知県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その２４　三重県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その２６　京都府 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その２７　大阪府 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その２８　兵庫県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その３３　岡山県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その３４　広島県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その３５　山口県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その４０　福岡県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その４３　熊本県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その４６　鹿児島県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12平成25年　住宅・土地統計調査報告　第２巻　都道府県編　その４７　沖縄県 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/8/12奈良県出資法人　平成26年度事業（業務）報告・平成27年度事業計画書 2015 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2015/6/22平成27年度　こんにちは県議会です 2015 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2015/8/17



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成２７年５月第３１９回臨時奈良県議会会議録 2015 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2015/8/25業務報告　平成26年度 2015 5 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2015/8/26奈良県森林技術センター研究報告　第44号 2015 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2015/8/26住民基本台帳人口移動報告年報 平成２６年 2015 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省総計局 総務部 2015/8/28平成２５年　住宅・土地統計調査報告　第3巻　大都市圏・都市圏・距離帯編 2015 7 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2015/9/7奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成27年2月1日現在） 2015 9 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2015/9/14平成２７年６月第３２０回定例奈良県議会会議録 2015 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2015/9/16第321回定例県議会提出 2015 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2015/9/17奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　平成28年 2015 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2015/9/24よくわかる個人情報保護のしくみ《改訂版》 2015 8 国関係機関 その他の政府関係機関 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開 消費者庁消費者制度課個人情報保護推進室 総務部 2015/9/28奈良県地価調査基準地価格一覧　平成２７年 2015 9 総務部 地域施策課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  企画部 2015/9/28奈良県立青翔中学校入学者選抜実施要項　平成2７ 2014 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2015/10/1奈良県立青翔中学校入学者選抜実施要項　平成2８ 2015 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2015/10/1宅地建物取引業者一覧　商号又は名称順 2015 10 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 建築・住宅  県土マネジメント部 2020/6/5奈良県民手帳　２０１６ 2015 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2015/10/1一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成26年度 2015 10 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2015/10/2主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成２６年度 2015 10 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2015/10/2奈良県歳入歳出決算報告書　平成26年度 2015 10 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2015/10/2平成26年度　財産に関する調書（美術品等取得基金運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2015 10 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2015/10/2奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成２5年度版 2015 4 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 奈良県生活環境部廃棄物対策課 くらし創造部景観・環境 2015/10/2奈良医学雑誌　第６６巻第１・２号 (Journal of NaraMedical Association) 2015 4 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2015/10/13職員の給与等に関する報告及び勧告（平成27年10月） 2015 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2015/10/15平成26年特定サービス産業実態調査報告書　ソフトウェア業，情報処理・提供サービス業及びインターネット附随サービス業編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　新聞業、出版業編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成26年特定サービス産業実態調査報告書　クレジットカード業，割賦金融業編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　各種物品賃貸業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　自動車賃貸業、スポーツ・娯楽用品賃貸業、その他の物品賃貸業編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　デザイン業，機械設計業編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　広告業編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　計量証明業編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　機械修理業、電気機械器具修理業編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　冠婚葬祭業編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　映画館編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　興行場，興行団編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　スポーツ施設提供業編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　公園，遊園地・テーマパーク編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　学習塾編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成26年特定サービス産業実態調査報告書　教養・技能教授編 2015 9 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 特定サービス産業実態調査・商業実態基本調査 経済産業省大臣官房調査統計グループ 総務部 2015/10/21平成２６年度　学校保健統計調査報告書 2015 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2015/10/23学校教員統計調査報告書　平成25年度 2015 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2015/10/23統計グラフでみる奈良県　平成2７年度版 2015 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 統計課 総務部 2015/10/30



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県の工業（平成２５年工業統計調査結果報告書） 2015 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 工業統計調査・工業実態基本調査 統計課 総務部 2015/11/17平成２７年９月第３２１回定例奈良県議会会議録 2015 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2015/12/1第322回定例県議会提出 2015 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2015/12/1名勝奈良公園保存管理・活用計画 2011 3 県土マネジメント部 公園緑地課・文化財保存課 行政資料 総合行政 行政一般 公園緑地課・文化財保存課 県土マネジメント部まちづくり推進 2015/12/1犯罪統計書　平成２６年版 2015 11 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部 その他委員会など 2015/12/3小売物価統計調査(構造編）年報　平成26年 2015 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省 総務部 2015/12/14山梨県統計年鑑　平成26年刊行 2015 11 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 山梨県 総務部 2015/12/14家計調査年報　平成26年　＜Ⅱ　貯蓄・負債編＞ 2015 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2015/12/15平成２７年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2015 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2015/12/15平成２７年度県民アンケート調査報告書 2015 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2015/12/15平成２７年度　奈良県の男女共同参画 2015 12 文化・教育・くらし創造部 女性支援課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県健康福祉部こども・女性局女性支援課 2015/12/16奈良県のすがた２０１５　平成27年度版　グラフと解説で見る統計ガイド 2015 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2015/12/22第65回　日本統計年鑑 2015 12 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2015/12/28学校基本調査報告書（初等中等教育機関／専修学校・各種学校編）平成2７年度 2015 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2016/1/13平成26年度　地方教育費調査報告書（平成25会計年 2015 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2016/1/13平成26年　奈良県鉱工業指数年報　（平成22年基準） 2016 1 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2016/1/15衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査の記録（平成26年12月14日執行） 2016 1 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙 その他委員会など 選挙管理委員会 2016/1/22奈良県景観・環境総合センター研究報告　第２号 平成２６年度 2016 1 水循環・森林・景観環境部 景観・環境総合センター 行政資料 環境 環境（大気・水） 景観・環境総合センター 景観観光局 2016/1/27県営水道事業年報　平成26年度 2015 12 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2016/1/27消費者行政の概要　平成27年度 2015 1 文化・教育・くらし創造部 消費・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活 奈良県くらし創造部　消費・生活安 くらし創造部 2016/2/1平成26年度環境調査報告書（水質編） 2016 2 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁 奈良県くらし創造部　環境政策課 くらし創造部 2016/2/22015年農林業センサス　－農林業経営体調査－　奈良県結果 2016 2 総務部 知事公室統計課 統計資料 農業 農林業センサス 奈良県 総務部 2016/2/10水質試験年報　平成26年度 2015 4 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2016/2/17奈良県保健研究センター年報　平成26年度　No.49 2015 10 福祉医療部 保健研究センター 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策部 2016/2/23平成２７年１２月第３２２回定例奈良県議会会議録 2016 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2016/2/24平成28年度一般会計特別会計予算案の概要　平成27年度一般会計特別会計2月補正予算案の概要 2016 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2016/2/29〈第３２３回定例県議会提出）平成２８年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2016 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2016/2/29第323回定例県議会提出 2016 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2016/2/29〈第３２３回定例県議会提出）条例その他の予算外議 2016 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県 総務部 2016/2/29



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日統計でみる都道府県のすがた　2016 2016 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2016/3/8社会生活統計指標（都道府県の指標）2016 2016 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2016/3/8統計でみる市区町村のすがた　2015 2015 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2016/3/8小売物価統計調査（動向編）年報　平成26年 2015 12 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省 総務部 2016/3/8選挙の記録　第18回　統一地方選挙 2016 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  その他委員会など 2016/3/10平成２６年簡易生命表 2015 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 厚生労働省大臣官房統計情報部  2016/3/15国会便覧（平成28年2月新版） 2016 2 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 シュハリ・イニシアティブ（株）  2016/3/15労働統計要覧　平成26年度 2015 6 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 厚生労働省大臣官房統計情報部 2016/3/15厚生統計要覧　平成26年度 2015 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 厚生労働省大臣官房統計情報部 2016/3/15女性労働の分析 2014年 2015 12 その他 その他団体等 行政資料 労働 労働一般 （公財）２１世紀職業財団  2016/3/15保険と年金の動向2015/2016 2015 11 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 （公財）厚生労働統計協会 2016/3/15医療白書　2015－2016年版 2015 8 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 ヘルスケア総合政策研究所 2016/3/15エネルギー白書２０１５ 2015 8 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 経済産業省 2016/3/15土地白書　平成27年版 2015 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 国土交通省 2016/3/15中小企業白書　2015年版 2015 7 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 中小企業庁 2016/3/15公務員白書　平成27年版 2015 6 国関係機関 人事院 行政資料 総合行政 行政一般 人事院 2016/3/15防災白書　平成27年版 2015 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2016/3/15子供・若者白書　平成27年版 2015 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 内閣府 2016/3/15環境白書（循環型社会白書／生物多様性白書）　平成27年版 2015 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般 環境省 2016/3/15情報通信白書　平成27年版 2015 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 情報通信 総務省 2016/3/15男女共同参画白書　平成27年版 2015 6 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 内閣府 2016/3/15人権教育・啓発白書　平成27年版 2015 6 国関係機関 法務省 行政資料 社会福祉 同和 法務省・文部科学 総務部 2016/3/15レジャー白書　2015 2015 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 公益財団法人 日本生産性本部 2016/3/15食料・農業・農村白書　平成27年版 2015 6 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産 農林水産省  2016/3/15地方財政白書　平成27年版 2015 4 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政 総務省 2016/3/15消防白書　平成26年版 2015 12 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 消防・防災 消防庁 2016/3/15消費者白書　平成２７年版 2015 8 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 消費者庁 2016/3/15警察白書　平成27年版 2015 7 国関係機関 国家公安委員会(警察庁を含む) 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 国家公安委員会・警察庁  2016/3/15犯罪白書　平成27年版 2015 12 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 法務省法務総合研究所  2016/3/15自殺対策白書　平成２７年版 2015 8 国関係機関 内閣府 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 内閣府 2016/3/15食糧需給表 2015 5 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 統計 農林水産省 2016/3/15OECDジェンダー白書 2014 2 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 青少年・婦人 OECD 2016/3/15住民基本台帳人口要覧 Ⅰ平成２７年版 2015 7 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会  2016/3/15



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日住民基本台帳人口要覧Ⅱ 平成２７年版 2015 7 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会  2016/3/15精神保健医療福祉白書 2015 12 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 精神保健医療福祉白書編集委員  2016/3/15奈良県産業連関表　平成２３年 2016 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 産業関連表  総務部 2016/3/17奈良医学雑誌　第６６巻第３・４・５・６号 (Journal ofNara Medical Association) 2015 12 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2016/3/22第６３回　愛媛県統計年鑑　平成２６年刊行 2015 3 都道府県 愛媛県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛媛県統計協会 総務部 2016/3/22滋賀県統計書　平成25年度 2015 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 滋賀県総務部統計課 総務部 2016/3/23平成25年度　奈良県県民経済計算報告書 2016 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 経済 経済計算 奈良県 総務部 2016/3/24日本の統計　2016年版 2016 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2016/3/24世界の統計　2016年版 2016 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2016/3/24第63回　愛知県統計年鑑　平成26年度刊 2015 3 都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛知県 総務部 2016/3/25平成２８年度予算案の主な取組 2016 3 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2016/3/25平成27年国勢調査　調査結果の利用案内 2016 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2016/3/28日本の住宅・土地（平成25年住宅・土地統計調査の解 2016 3 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2016/3/28奈良県指定文化財　平成24・25年度版（第51集） 2016 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財 文化財保存課 教育委員会 2016/3/30奈良県女性の輝き・活躍促進計画　第3次奈良県男女共同参画計画 2016 3 文化・教育・くらし創造部 女性支援課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 女性支援課 健康福祉部こども・女性局 2016/3/30個人情報の利活用と保護に関するハンドブック 2016 国関係機関 個人情報保護委員会 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  総務部 2016/3/30「認定個人情報保護団体制度」のポイント 2016 国関係機関 個人情報保護委員会 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  総務部 2016/3/30第６回東アジア地方政府会合（日本語） 2016 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2016/3/30第６回東アジア地方政府会合（英語） 2016 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2016/3/30第６回東アジア地方政府会合（中国語） 2016 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2016/3/30第６回東アジア地方政府会合（韓国語） 2016 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2016/3/30奈良県准看護師試験問題　　平成２７年度 2016 3 福祉医療部 医師・看護師確保対策室 行政資料 保健衛生 医療 医師･看護師確保対策室 医療政策部 2016/4/1マイナンバー制度（社会保障・税番号制度）のご案内～視覚障害者の皆さまへ～（点字版・大活字版） 2016 3 国関係機関 内閣府大臣官房番号制度担当室・内閣官房社会保障改革担当室 行政資料 総合行政 情報管理・情報公開  健康福祉部 2016/4/1平成26年商業統計表　第1巻　産業編（総括表） 2016 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2016/4/1平成26年商業統計表　第2巻　産業編（都道府県表） 2016 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2016/4/1平成26年商業統計表　第3巻　産業編（市区町村表） 2016 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2016/4/1平成26年商業統計表　第4巻　品目編 2016 3 国関係機関 経済産業省 統計資料 商工業 商業統計調査  総務部 2016/4/1平成２７年度　学校保健統計調査報告書 2016 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2016/4/1サービス産業動向調査年報　平成26年 2016 2 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  2016/4/1平成26年　経済センサス基礎調査報告　第1巻　事業所に関する集計　その１全国結果 2016 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般  総務部 2016/4/1



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成26年　経済センサス基礎調査報告　第2巻　企業等に関する集計 2016 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般  総務部 2016/4/1奈良県環境総合計画（2016-2020） 2016 4 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般  景観・観光局環境局 2016/4/5平成27年度版　環境白書　2015 2016 4 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 環境保全一般 環境政策課 景観・観光局 2016/4/5平成27年度　なら健康長寿基礎調査　報告書 2016 3 福祉医療部 健康づくり推進課 行政資料 保健衛生 健康 健康づくり推進課 健康福祉部 2016/4/5奈良県の下水道　平成２7年度 2016 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課 県土マネジメント部 2016/4/6奈良県立美術館紀要　第30号 2016 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2016/4/6奈良県立美術館年報　平成26年度 2016 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2016/4/6第91回　神戸市統計書（平成26年度版） 2015 3 都道府県 兵庫県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 神戸市 総務部 2016/4/6大阪府統計年鑑　平成26年度 2015 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪府総務部統計課 総務部 2016/4/7奈良県外来種リスト－奈良県で注意すべき動植物－ 2016 3 水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護 景観・自然環境課 くらし創造部景観・環境 2016/4/8奈良県域地域福祉計画 2016 3 福祉医療部 地域福祉課 行政資料 社会福祉 福祉一般  健康福祉部 2016/4/8奈良県域地域福祉計画　概要版 2016 3 福祉医療部 地域福祉課 行政資料 社会福祉 福祉一般  健康福祉部 2016/4/8白ばらノート　’16 2016 1 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙  その他委員会など 2016/4/11職場環境調査報告書　平成27年度 2016 3 産業・観光・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  産業・雇用振興部 2016/4/14奈良県耐震改修促進計画 2016 3 県土マネジメント部 建築課 行政資料 建設 建築・住宅 建築課 県土マネジメント部 2016/4/14富山県統計年鑑　平成25年（平成26年度刊行） 2015 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 富山県経営管理部統計調査課 総務部 2016/4/15第102回　大阪市統計書　平成26年版 2015 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2016/4/15平成27年度　学校基本調査結果報告書 2016 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化 奈良県総務部統計課 総務部 2016/4/18青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第144号 2015 5 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 古学研究所 地域振興部 2016/4/20青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第145号 2015 10 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2016/4/20青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第146号 2016 2 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2016/4/20奈良県遺跡調査概報　2014年度（第二分冊） 2016 2 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2016/4/20奈良県遺跡調査概報　2015年度（第一分冊） 2016 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2016/4/20巻向遺跡－第177・178次－　奈良県文化財調査報告書　第167集 2016 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2016/4/20四条遺跡Ⅲ　奈良県文化財調査報告書　第168集 2016 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2016/4/20今出遺跡Ⅰ　奈良県文化財調査報告書　第169集 2016 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2016/4/20



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日稲葉車瀬遺跡　奈良県文化財調査報告書　第170集 2016 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2016/4/20橿原考古学研究所年報　41　2014年度 2016 1 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2016/4/20考古学論攷　第39冊　橿原考古学研究所紀要 2016 2 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2016/4/20古墳時代の渡来系集団の出自と役割に関する考古学的研究 2016 3 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 教育委員会 2016/4/20平成25年　徳島県統計書 2015 3 都道府県 徳島県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 徳島県 総務部 2016/4/25消費者物価指数年報　平成27年 2016 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2016/4/25奈良県同和問題関係史料第17集『日出新聞』奈良県関係記事Ⅱ 2015 3 教育委員会 奈良県立同和問題関係史料センター 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 教育委員会 2016/5/2奈良県同和問題関係史料ｾﾝﾀｰ　研究紀要　第20号 2016 3 教育委員会 奈良県立同和問題関係史料センター 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 教育委員会 2016/5/2人権教育の手びき　第57集　人権教育指導資料集 2016 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 社会福祉 同和 教育委員会 教育委員会 2016/5/2人権教育学習資料集『なかまとともに』　高等学校 2016 3 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 人権教育 教育委員会 教育委員会 2016/5/2平成２７年度　研究紀要　研究集録　第２３号 2016 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2016/5/23業務概要　平成28年度 2016 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 統計総記 統計課 総務部 2016/5/31平成２８年２月第３２３回定例奈良県議会会議録 2016 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2016/6/7第324回定例県議会提出 2016 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2016/6/8奈良県出資法人　平成27年度事業（業務）報告・平成28年度事業計画書 2016 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2016/6/8業務概況平成２６年度（平成２７年版） 2016 福祉医療部 吉野保健所 行政資料 保健衛生 保健衛生一般  医療政策部 2016/6/13奈良県キャリア教育の手引き－キャリアデザインできる子どもの育成をめざして－ 2016 6 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 教育 学校教育 奈良県立教育研究所 教育委員会 2016/6/28労働力調査年報　平成27年 2016 7 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 労働力調査 総務省統計局 総務部 2016/7/1平成２７年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査年報） 2016 6 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部 2016/7/4市場年報　平成２７年度 2016 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 畜産 奈良県中央卸売市場 農林部 2016/7/7卸売市場の概要　平成２８年６月 2016 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2016/7/7奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成29年度 2016 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2016/7/8奈良県市町村要覧　平成２８年度 2016 5 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  地域振興部 2016/7/8家計調査年報　平成27年　＜Ⅰ　家計収支編＞ 2016 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2016/7/11医療法人台帳 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30市場年報　平成２７年度 2016 6 県関係機関 (公財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (公財)奈良県食肉公社 農林部 2016/7/19平成27年度　こんにちは県議会です 2016 7 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2016/7/21研究紀要　第20集 2016 5 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2016/7/22100の指標からみた奈良県勢　平成28年版 2016 7 総務部 統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県知事公室統計課 知事公室 2016/8/3奈良県統計年鑑　平成27年度 2016 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2016/8/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日住民基本台帳人口移動報告年報 平成２７年 2016 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省総計局 総務部 2016/8/12統計でみる市区町村のすがた　2016 2016 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2016/8/26奈良県立青翔中学校入学者選抜実施要項　平成29 2016 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2016/8/29平成２７年度事業概要 2016 7 文化・教育・くらし創造部 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県女性センター こども・女性局 2016/9/6平成２８年６月第３２４回定例奈良県議会会議録 2016 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2016/9/14奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成26年度版 2016 4 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 奈良県生活環境部廃棄物対策課 くらし創造部景観・環境 2016/9/16平成29年度教員採用試験問題及び正答例 2016 9 教育委員会 教職員課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2016/9/16第325回定例県議会提出 2016 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2016/9/16奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　平成29年 2016 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2016/9/20奈良県地価調査基準地価格一覧　平成28年 2016 9 総務部 地域施策課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価  企画部 2016/9/21奈良県家畜家きん規模別戸数および飼養頭羽数（平成28年2月1日現在） 2016 9 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産 農林部畜産課 農林部 2016/9/21奈良県歳入歳出決算報告書　平成27年度 2016 10 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2016/9/28奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成２7年度 2016 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算 奈良県監査委員 その他委員会など 2016/9/28主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成２７年度 2016 10 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2016/9/28一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成27年度 2016 10 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2016/9/28平成27年度　健全化判断比率審査意見書　資金不足比率審査意見書 2016 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県監査委員 その他委員会など 2016/9/28平成27年度　財産に関する調書（美術品等取得基金運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2016 10 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2016/9/28奈良県森林技術センター研究報告　第45号 2016 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2016/10/3業務報告　平成27年度 2016 5 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2016/10/3平成26年　経済センサス基礎調査報告　第一巻　事業所に関する集計　その2都道府県・市区町村別結果 2016 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般  総務部 2016/10/3奈良県立医科大学概要　平成２８年度 2016 9 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療  県関係機関 2016/10/3職員の給与等に関する報告及び勧告（平成28年10月） 2016 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  その他委員会など 2016/10/13奈良県民手帳　2017 2016 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2016/10/14水質試験年報　平成27年度 2016 4 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2016/10/14森本六爾関係資料集Ⅲ 2016 6 教育委員会 教育委員会の出先機関 行政資料 生活文化 文化財 公益財団法人　由良大和古代文化研究協会 教育委員会 2016/10/19近畿の交通・観光行政　２０１6 2016 9 国関係機関 近畿地方運輸局 行政資料 交通・運輸・通信 運輸 国土交通省近畿運輸局 知事公室 2016/10/27奈良医学雑誌　第６７巻第１・２・３号 (Journal of NaraMedical Association) 2016 10 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2016/10/31奈良県のすがた２０１６　平成28年度版　グラフと解説で見る統計ガイド 2016 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2016/11/14消費者物価指数の解説（2015年基準） 2016 8 国関係機関 知事公室統計課 統計資料 経済 物価 総務省統計局 知事公室 2016/11/25消費者物価指数のしくみと見方 2016 7 国関係機関 知事公室統計課 統計資料 経済 物価 総務省統計局 知事公室 2016/11/25



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日紀伊地域半島振興計画（平成27年度～平成36年度） 2016 2 総務部 南部東部振興課 行政資料 建設 地域開発 三重県・奈良県・和歌山県 2016/11/28平成２８年９月第３２５回定例奈良県議会会議録 2016 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2016/12/1第326回定例県議会提出 2016 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2016/12/2平成28年版　在留外国人統計 2016 11 国関係機関 法務省 統計資料 人口・世帯 人口一般 法務省入国管理 法務省 2016/12/2山梨県統計年鑑　平成26年刊行 2016 11 都道府県 山梨県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 山梨県 総務部 2016/12/6交通年鑑　平成２７年版 2016 12 その他委員会など 警察本部 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 奈良県県警本部 その他委員会など 2016/12/9平成27年　奈良県鉱工業指数年報　（平成22年基準） 2016 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2016/12/15平成２８年度　奈良県の男女共同参画 2016 12 文化・教育・くらし創造部 女性活躍推進課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県健康福祉部こども・女性局女性支援課 2016/12/16平成２８年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2016 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2016/12/16平成２８年度県民アンケート調査報告書 2016 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2016/12/16平成27年国勢調査　抽出速報集計結果 2016 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2016/12/21平成27年国勢調査　抽出速報集計計画　集計事項及び結果表様式 2015 4 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2016/12/21犯罪統計書　平成２７年版 2016 11 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部 その他委員会など 2016/12/21奈良県労働委員会5年誌（平成23年1月～平成27年12月）平成28年刊（労働委員会70周年記念） 2016 11 その他委員会など 資源調整課 行政資料 労働 労働一般 労働委員会 2016/12/27家計調査年報　平成27年　＜Ⅱ　貯蓄・負債編＞ 2016 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2016/12/27平成27年度　地方教育費調査報告書（平成26会計年 2016 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2016/12/28学校基本調査報告書（初等中等教育機関／専修学校・各種学校編）平成28年度 2016 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2016/12/28第66回　日本統計年鑑 2016 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2017/1/27第90次農林水産省統計表 2016 10 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2017/1/27大和の地域社会と被差別民衆　奈良県同和問題関係史料センター開所二〇周年記念特別展示図録 2014 12 教育委員会 奈良県立同和問題関係史料センター 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 教育委員会 2017/1/27人権教育の推進についての基本方針　人権教育推進プラン 2014 3 教育委員会 奈良県立同和問題関係史料センター 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 教育委員会 2017/1/27人権教育の手びき　第53集 2012 3 教育委員会 奈良県立同和問題関係史料センター 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 教育委員会 2017/1/27人権教育の手びき　第54集 2013 3 教育委員会 奈良県立同和問題関係史料センター 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 教育委員会 2017/1/27人権教育の手びき　第55集 2014 3 教育委員会 奈良県立同和問題関係史料センター 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 教育委員会 2017/1/27奈良県景観・環境総合センター研究報告　第３号 平成２７年度 2017 1 水循環・森林・景観環境部 景観・環境総合センター 行政資料 環境 環境（大気・水） 景観・環境総合センター 景観観光局 2017/1/27奈良県保健研究センター年報　平成2７年度　No.50 2016 10 福祉医療部 保健研究センター 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策部 2017/2/10県営水道事業年報　平成27年度 2016 12 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2017/2/10行幸啓誌 2016 8 総務部 知事公室広報広聴課 行政資料 総合行政 行政一般  2017/2/13平成２８年１２月第３２６回定例奈良県議会会議録 2017 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2017/2/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日消費者行政の概要　平成28年度 2016 1 文化・教育・くらし創造部 消費・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活 奈良県くらし創造部　消費・生活安 くらし創造部 2017/2/27主な政策集 もっと良くなる奈良県 2017 2 総務部 知事公室政策推進課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県総務部知事公室政策推進 総務部 2017/2/27主な政策集　概要版　もっと良くなる奈良県 2017 2 総務部 知事公室政策推進課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県総務部知事公室政策推進 総務部 2017/2/27平成29年度一般会計特別会計予算案の概要 2017 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2017/2/27〈第３２７回定例県議会提出）平成２９年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2017 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2017/2/27第327回定例県議会提出 2017 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2017/2/27〈第３２7回定例県議会提出）条例その他の予算外議 2017 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県 総務部 2017/2/27奈良医学雑誌　第６７巻第４・５・６号 (Journal of NaraMedical Association) 2016 12 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2017/3/3統計でみる都道府県のすがた　2017 2017 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2017/3/9社会生活統計指標（都道府県の指標）2017 2017 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2017/3/9奈良県准看護師試験問題　　平成28年度 2017 3 福祉医療部 医師・看護師確保対策室 行政資料 保健衛生 医療 医師･看護師確保対策室 医療政策部 2017/3/14平成27年簡易生命表 2016 10 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 厚生労働省大臣官房統計情報部  2017/3/16国会便覧（平成29年2月新版） 2017 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 シュハリ・イニシアティブ（株）  2017/3/16労働統計要覧　平成27年度 2016 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 厚生労働省大臣官房統計情報部 2017/3/17厚生統計要覧　平成27年度 2016 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 厚生労働省大臣官房統計情報部 2017/3/17女性労働の分析 2015年 2016 11 その他 その他団体等 行政資料 労働 労働一般 （公財）２１世紀職業財団  2017/3/17保険と年金の動向2016/2017 2016 11 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 （公財）厚生労働統計協会 2017/3/17医療白書　2016－2017年版 2016 7 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 ヘルスケア総合政策研究所 2017/3/17労働経済白書　平成28年版 2016 9 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 2017/3/17土地白書　平成28年版 2016 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 国土交通省 2017/3/17介護白書　平成28年版 2016 10 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 （公財）全国老人保健施設協会 2017/3/17中小企業白書　2016年版 2016 6 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 中小企業庁 2017/3/17公務員白書　平成28年版 2016 5 国関係機関 人事院 行政資料 総合行政 行政一般 人事院 2017/3/17防災白書　平成28年版 2016 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2017/3/17子供・若者白書　平成28年版 2016 6 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 内閣府 2017/3/17環境白書（循環型社会白書／生物多様性白書）　平成28年版 2016 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般 環境省 2017/3/17高齢社会白書　平成28年版 2016 6 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 内閣府 2017/3/17情報通信白書　平成28年版 2016 8 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 情報通信 総務省 2017/3/17男女共同参画白書　平成28年版 2016 5 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 内閣府 2017/3/17レジャー白書　2016 2016 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 公益財団法人 日本生産性本部 2017/3/17



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日観光白書　平成28年版 2016 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 観光庁 2017/3/17食料・農業・農村白書　平成28年版 2016 6 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産 農林水産省  2017/3/17地方財政白書　平成28年版 2016 4 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政 総務省 2017/3/17消防白書　平成28年版 2016 12 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 消防・防災 消防庁 2017/3/17警察白書　平成28年版 2016 7 国関係機関 国家公安委員会(警察庁を含む) 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 国家公安委員会・警察庁  2017/3/17犯罪白書　平成28年版 2016 12 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 法務省法務総合研究所  2017/3/17平成28年　我が国の人口動態 2016 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 厚生労働省大臣官房統計情報部  2017/3/17食糧需給表 2016 6 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 統計 農林水産省  2017/3/17住民基本台帳人口要覧 Ⅰ平成２8年版 2016 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会  2017/3/17住民基本台帳人口要覧Ⅱ 平成２8年版 2016 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会  2017/3/17精神保健医療福祉白書 2016 12 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 精神保健医療福祉白書編集委員  2017/3/17日本のすがた　2017 2017 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 公益財団法人　矢野恒太記念会  2017/3/17国民医療費　平成26年度 2016 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (一財）厚生労働統計協会  2017/3/17住宅経済データ集　2016年(平成28年）度版 2016 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 住宅 住宅 ㈱住宅産業新聞 2017/3/17少子化社会対策白書　平成28年版 2016 8 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 2017/3/17森林・林業白書　平成28年版 2016 6 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 (一財)農林統計協会  2017/3/17平成27年度版　観光の実態と志向 2016 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人日本観光振興協会 2017/3/17文部科学白書　平成27年度 2016 7 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般 2017/3/17国土交通白書　2016 2016 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2017/3/17交通安全白書　平成28年版 2016 6 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全 内閣府 2017/3/17指標からみた和歌山県のすがた　平成27年度 2016 2 都道府県 和歌山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 和歌山県企画部企画政策局調査統計課 総務部 2017/3/22第６４回　愛媛県統計年鑑　平成２７年刊行 2016 3 都道府県 愛媛県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛媛県統計協会 総務部 2017/3/22奈良県の下水道　平成２８年度 2017 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課 県土マネジメント部 2017/3/24平成26年全国消費実態調査報告　第1巻　家計収支編　その1　用途分類 2017 1 国関係機関 総務省統計局 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2017/3/27平成26年全国消費実態調査報告　第1巻　家計収支編　その2　用途分類－特定世帯及び高齢者世帯等 2017 1 国関係機関 総務省統計局 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2017/3/27平成26年全国消費実態調査報告　第1巻　家計収支編　その3　品目及び購入先・購入地域等 2017 1 国関係機関 総務省統計局 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2017/3/27平成26年全国消費実態調査報告　第2巻　家計資産 2016 11 国関係機関 総務省統計局 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2017/3/27平成26年全国消費実態調査報告　第3巻　地域編 2017 2 国関係機関 総務省統計局 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2017/3/27平成26年全国消費実態調査報告　第4巻　分析編 2017 3 国関係機関 総務省統計局 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2017/3/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県同和問題関係史料ｾﾝﾀｰ　研究紀要　第21号 2017 3 教育委員会 奈良県立同和問題関係史料センター 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 教育委員会 2017/3/29奈良県同和問題関係史料第18集『日出新聞』奈良県関係記事Ⅲ 2017 3 教育委員会 奈良県立同和問題関係史料センター 行政資料 社会福祉 同和 同和問題関係史料センター 教育委員会 2017/3/29日本の統計　2017年版 2017 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2017/3/29世界の統計　2017年版 2017 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2017/3/29アジアコスモポリタン賞受賞記念奈良フォーラム2017ＮＡＲＡ　ＦＯＲＵＭ2017　Ａｓｉａ　Ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｗａ 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課 総務部知事公室 2017/3/29第7回東アジア地方政府会合（日本語） 2017 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2017/3/29第7回東アジア地方政府会合（英語） 2017 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2017/3/29第7回東アジア地方政府会合（中国語） 2017 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2017/3/29第7回東アジア地方政府会合（韓国語） 2017 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2017/3/29平成29年度予算案の主な取組 2017 3 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2017/3/30奈良県行政経営マネジメントプログラム 2016 3 総務部 行政経営課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2017/3/30奈良県行政経営改革推進プログラム 2017 3 総務部 行政経営課 行政資料 総合行政 行政計画  総務部 2017/3/30平成28年度　包括外部監査結果報告書の概要 2017 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県包括外部監査人 2017/3/31平成28年度　包括外部監査結果報告書 2017 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県包括外部監査人 2017/3/31平成２８年度　学校保健統計調査報告書 2017 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2017/4/3社会教育調査報告書　平成27年度 2017 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2017/4/3奈良県教育振興大綱 2016 3 文化・教育・くらし創造 教育振興課 行政資料 教育 教育・文化 奈良県 地域振興部 2017/4/5奈良県公共交通基本計画 2016 3 県土マネジメント部 地域交通課 行政資料 交通・運輸・通信 交通 奈良県 県土マネジメント部 2017/4/6奈良県地域公共交通網形成計画 2016 3 県土マネジメント部 地域交通課 行政資料 交通・運輸・通信 交通 奈良県 県土マネジメント部 2017/4/6大阪府統計年鑑　平成27年度 2016 3 都道府県 大阪府 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪府総務部統計課 総務部 2017/4/7第64回　愛知県統計年鑑　平成27年度刊 2016 3 都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛知県 総務部 2017/4/7第92回　神戸市統計書（平成27年度版） 2016 3 都道府県 兵庫県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 神戸市 総務部 2017/4/7滋賀県統計書　平成26年度 2016 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 滋賀県総務部統計課 総務部 2017/4/7平成28年度　海外展開動向調査報告書－概要版－ 2017 3 産業・観光・雇用振興部 産業政策課 行政資料 産業経済 産業経済一般 奈良県 産業・雇用振興部 2017/4/13平成28年度　海外展開動向調査報告書 2017 3 産業・観光・雇用振興部 産業政策課 行政資料 産業経済 産業経済一般 奈良県 産業・雇用振興部 2017/4/13人権教育の手びき　第58集　人権教育指導資料集 2017 3 教育委員会 教委人権教育課 行政資料 教育 社会教育  2017/4/14「奈良モデル」のあり方検討委員会　報告書 2017 3 総務部 市町村振興課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 地域振興部 2017/4/14「奈良モデル」ジャーナル 2017 3 総務部 市町村振興課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 地域振興部 2017/4/14伊勢本街道　発掘調査概要報告 2017 3 奈良県市町村 曽爾村 行政資料 生活文化 文化財 曽爾村教育委員 2017/4/19



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日安全・安心の確保のための奈良県基本計画 2017 4 総務部 安全・安心まちづくり推進室 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 奈良県・奈良県警 総務部知事公室 2017/4/20平成28年度　学校基本調査結果報告書 2017 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化 奈良県総務部統計課 総務部 2017/4/21奈良県畜産技術センター研究報告　第41号 2017 3 食と農の振興部 畜産技術センター 行政資料 農林水産 畜産 奈良県畜産技術センター 農林部 2017/4/21平成２９年度奈良県総務部所管公共工事発注見通し 2017 4 総務部 総務課 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県総務部 総務部 2017/12/25富山県統計年鑑　平成26年（平成27年度刊行） 2016 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 富山県経営管理部統計調査課 総務部 2017/4/24平成２７年　農作物災害種類別被害統計（被害応急調査結果）（併載：平成２６年産共済減収調査結果） 2016 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 2017/4/24科学技術研究調査報告　平成27年 2016 3 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般  総務部 2017/4/24奈良県立美術館年報　平成27年度 2016 11 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2017/4/25奈良県立美術館紀要　第31号 2017 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2017/4/25消費者物価指数年報　平成28年 2017 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2017/4/26田原本町町勢要覧 2017 3 奈良県市町村 田原本町 行政資料 総合行政 行政一般  奈良県市町村 2017/4/28田原本町統計資料 2017 3 奈良県市町村 田原本町 統計資料 総記(統計) その他統計資料  奈良県市町村 2017/4/28世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」　保存管理計画 2017 3 文化・教育・くらし創造部 文化資源活用課 行政資料 生活文化 文化財 世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」三県協議会 地域振興部 2017/5/2奈良県野生生物目録 2017 3 水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護 景観・自然環境課 くらし創造部景観・環境 2017/5/2大切にしたい奈良県の野生動植物　奈良県版レッドデータブック2016改定版 2017 3 水循環・森林・景観環境部 景観・自然環境課 行政資料 環境 自然保護 景観・自然環境課 くらし創造部景観・環境 2017/5/2青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第147号 2016 6 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第148号 2016 10 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第149号 2017 2 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第150号 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16観音寺本馬遺跡Ⅲ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第121冊 2017 2 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16名勝　奈良公園・興福寺跡　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第122冊 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16中西遺跡Ⅰ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第123冊 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16藤原京右京十一条一坊・左京十一条一坊　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第124冊 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16大塩城跡　奈良県文化財調査報告書　第171集 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16藤原京右京十一条三坊・四坊　奈良県文化財調査報告書　第172集 2015 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日法貴寺斎宮前遺跡・小阪榎木遺跡　奈良県文化財調査報告書　第173集 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16太田遺跡　奈良県文化財調査報告書　第174集 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16史跡唐招提寺旧境内　奈良県文化財調査報告書　第174集 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 唐招提寺　奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16奈良県遺跡調査概報　2015年度（第二分冊） 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16奈良県遺跡調査概報　2016年度（第一分冊） 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16橿原考古学研究所年報　42　2015年度 2016 11 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16考古学論攷　第40冊　橿原考古学研究所紀要 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2017/5/16薬師寺東塔基壇 2016 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 薬師寺　奈良県立橿原考古学研究 地域振興部 2017/5/16平成28年度　紀要 第１号（要旨集） 2017 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 教育研究所 2017/5/22高齢者の生活・介護等に関する県民調査　調査結果報告書 2017 3 福祉医療部 長寿社会課福祉課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 奈良県 健康福祉部 2017/5/24平成２８年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査年報） 2017 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部知事公室 2017/5/25治山・林道用設計積算単価資料 平成29年度　前期 2017 6 文化・教育・くらし創造 森林整備課 行政資料 農林水産 農林水産一般 森林整備課 農林部 2017/6/2ならの道 2017 3 県土マネジメント部 道路建設課 行政資料 建設 道路  2017/6/12平成２９年２月第３２７回定例奈良県議会会議録 2017 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2017/6/15奈良県出資法人　平成28年度事業（業務）報告・平成28年度事業計画書 2017 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2017/9/13第328回定例県議会 2017 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2017/6/16奈良県市町村要覧　平成２９年度 2017 6 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  地域振興部 2017/6/23家計調査年報　平成28年　＜Ⅰ　家計収支編＞ 2017 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2017/6/26高齢者福祉対策の概要　平成29年度 2017 6 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2017/6/27労働力調査年報　平成28年 2017 5 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 労働力調査 総務省統計局 総務部 2017/6/28ライフステージでみる日本の人口・世帯　国勢調査 2017 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2017/6/28平成27年国勢調査　人口集中地区の人口 2017 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2017/6/28平成27年国勢調査報告　第2巻その1 人口等基本集計結果　全国編 2017 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2017/6/28平成27年国勢調査報告　第2巻その2 人口等基本集計結果⑧近畿Ⅱ 2017 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2017/6/28平成27年国勢調査地図シリーズ　我が国の人口集中地区　人口集中地区別人口・境界図 2017 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査  総務部 2017/6/28平成27年国勢調査報告　第1巻　人口・世帯総数 2017 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2017/6/28平成27年国勢調査　日本人口地図　1　国勢調査でわかる人口の増減　２　国勢調査でわかる人口密度　３国勢調査でわかる人口の高齢化 2017 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2017/6/28第103回　大阪市統計書　平成27年版 2016 3 都道府県 大阪市 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2017/7/3



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成26年　徳島県統計書 2016 3 都道府県 徳島県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 徳島県 総務部 2017/7/3奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成30年度 2017 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2017/7/7市場年報　平成２８年 2016 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2017/7/19卸売市場の概要　平成２９年６月 2017 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2017/7/19奈良県中央卸売市場　関係法規集（平成29年6月） 2017 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 総記 例規/通達/法令 中央卸売市場 農林部 2017/7/19市場年報　平成２８年度 2017 6 県関係機関 (公財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (公財)奈良県食肉公社 農林部 2017/7/21研究紀要　第21集 2017 5 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 （財）由良大和古代文化研究協会 2017/7/21参議院議員通常選挙の記録（平成28年7月10日執行） 2017 7 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  その他委員会など 2017/7/27奈良県統計年鑑　平成28年度 2017 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2017/7/31平成29年度（８月）土木工事設計積算単価資料　閲覧 2017 8 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道 奈良県水道局 水道局 2017/8/1平成２８年度事業概要 2017 8 文化・教育・くらし創造部 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県女性センター こども・女性局 2017/8/10奈良医学雑誌　第６８巻第１・２・３号 (Journal of NaraMedical Association) 2017 6 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2017/8/18100の指標からみた奈良県勢　平成29年版 2017 8 総務部 統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県知事公室統計課 知事公室 2017/8/22平成29年度　こんにちは県議会です 2017 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2017/8/30奈良県立医科大学概要　平成29年度 2017 9 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 県関係機関 2017/9/1奈良県家畜家きん規模別戸数及び飼養頭羽数（平成29年2月1日現在） 2017 9 食と農の振興部 畜産課 行政資料 農林水産 畜産  農林部 2017/9/8第329回定例県議会提出 2017 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2017/9/13平成２９年６月第３２８回定例奈良県議会会議録 2017 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2017/9/13奈良県立青翔中学校入学者選抜実施要項　平成30 2017 9 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2017/9/19奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　平成29年 2017 9 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2017/9/19平成29年　奈良県地価調査基準地価格一覧 2017 9 県土マネジメント部 地域政策課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価 地域振興部地域政策課 2017/9/20奈良県歳入歳出決算報告書　平成28年度 2017 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2017/9/22一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成28年度 2017 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2017/9/22平成28年度　財産に関する調書（美術品等取得基金運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2017 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2017/9/22主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成２８年度 2017 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2017/9/22平成28年度　健全化判断比率審査意見書　資金不足比率審査意見書 2017 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県監査委員 その他委員会など 2017/9/22奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成２８年度 2017 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算 奈良県監査委員 その他委員会など 2017/9/22家計調査年報　平成28年　≪Ⅱ　貯蓄・負債編≫ 2017 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2017/9/27業務報告　平成28年度 2017 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2017/9/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県森林技術センター研究報告　第46号 2017 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2017/9/27平成30年度教員採用試験問題及び正答例 2017 10 教育委員会 教職員課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2017/10/2奈良県民手帳　2018 2017 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2017/10/6重点課題に関する評価　平成28年度 2017 10 総務部 知事公室政策推進課 行政資料 総合行政 行政一般 政策推進課 総務部 2017/10/11重点課題に関する評価　平成28年度（概要版） 2017 10 総務部 知事公室政策推進課 行政資料 総合行政 行政一般 政策推進課 総務部 2017/10/11消費者行政の概要　平成29年度 2017 文化・教育・くらし創造部 消費・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活 奈良県くらし創造部　消費・生活安 くらし創造部 2017/2/27統計でみる市区町村のすがた　2017 2017 6 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活環境一般  総務部 2017/10/31統計グラフでみる奈良県　平成29年度版 2017 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 統計課 総務部 2017/11/2平成２９年９月第３２９回定例奈良県議会会議録 2017 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2017/11/30第330回定例県議会提出 2017 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2017/12/1平成２９年度 県土マネジメント部建築工事等積算基準書（平成２９年１２月１日以降適用） 2017 12 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県県土マネジメント部 県土マネジメント部 2017/12/1奈良県のすがた２０１７　平成29年度版　グラフと解説で見る統計ガイド 2017 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2017/12/18平成２９年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2017 12 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 総務部 2017/12/18平成２９年度県民アンケート調査報告書 2017 12 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 総務部 2017/12/18交通年鑑　平成２８年版 2017 12 その他委員会など 警察本部 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 奈良県県警本部 その他委員会など 2017/12/19奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成2７年度版 2017 4 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 奈良県生活環境部廃棄物対策課 くらし創造部景観・環境 2017/12/22第67回　日本統計年鑑 2017 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2017/12/25平成28年度　地方教育費調査報告書（平成27会計年 2017 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2017/12/26学校保健統計速報　平成29年度 2017 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2017/12/27学校基本調査報告書（初等中等教育機関／専修学校・各種学校編）平成29年度 2017 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2018/1/15第３９回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2017 文化・教育・くらし創造部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 青少年・社会活動推進課 生活環境部 2018/1/16奈良県景観・環境総合センター研究報告　第３号 平成２７年度 2018 1 水循環・森林・景観環境部 景観・環境総合センター 行政資料 環境 環境（大気・水） 景観・環境総合センター 景観観光局 2018/1/19水質試験年報　平成28年度 2017 4 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2018/1/22奈良県保健研究センター年報　平成2８年度　No.51 2017 10 福祉医療部 保健研究センター 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策部 2018/1/25平成27年国勢調査　調査区関係資料利用の手引 2017 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2018/2/1住民基本台帳人口移動報告年報 平成２８年 2017 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省総計局 総務部 2018/2/1平成27年国勢調査報告　第3巻　就業状態等基本集計結果　その1　全国編 2017 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2018/2/1平成27年国勢調査報告　第3巻　就業状態等基本集計結果　その2　都道府県・市区町村編　⑧近畿Ⅱ 2017 9 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2018/2/1平成27年国勢調査報告　第6巻第1部 従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果　その1　全国編 2017 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2018/2/1平成27年国勢調査報告　第6巻第1部 従業地・通学地による人口・就業状態等集計結果　その2　都道府県・市区町村編　④近畿 2017 10 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2018/2/1



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平成27年国勢調査報告　第7巻　人口移動集計結果その1　全国編 2017 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2018/2/1平成27年国勢調査報告　第7巻　人口移動集計結果その２　都道府県・市区町村編　④近畿 2017 11 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2018/2/1奈良県水道用水供給事業費特別会計決算書　平成28年度 2018 水道局 水道局 行政資料 税・財政 予算・決算  2018/2/19平成２９年１２月第３３０回定例奈良県議会会議録 2018 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2018/2/23〈第３３１回定例県議会提出）平成３０年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2018 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2018/2/23平成30年度一般会計特別会計予算案の概要　平成29年度一般会計2月補正予算案の概要 2018 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2018/2/23〈第３３１回定例県議会提出）条例その他の予算外議 2018 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県 総務部 2018/2/23第331回定例県議会提出 2018 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2018/2/23県営水道事業年報　平成28年度 2018 2 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2018/2/28奈良県准看護師試験問題　　平成29年度 2018 3 福祉医療部 医師・看護師確保対策室 行政資料 保健衛生 医療 医師･看護師確保対策室 医療政策部 2018/3/12統計でみる都道府県のすがた　2018 2018 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2018/3/16社会生活統計指標（都道府県の指標）2018 2018 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2018/3/16平成29年度　学校基本調査結果報告書 2018 3 総務部 知事公室統計課 統計資料 教育 教育・文化 奈良県総務部統計課 総務部 2018/3/16奈良県指定文化財　平成２８年度版（第53集） 2018 3 教育委員会 教委文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財 文化財保存課 教育委員会 2018/3/16奈良県の下水道　平成２９年度 2018 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課 県土マネジメント部 2018/3/23第６５回　愛媛県統計年鑑　平成２８年刊行 2017 3 都道府県 愛媛県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛媛県統計協会 総務部 2018/3/26第8回東アジア地方政府会合（日本語） 2018 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2018/3/27第8回東アジア地方政府会合（英語） 2018 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2018/3/27第8回東アジア地方政府会合（中国語） 2018 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2018/3/27第8回東アジア地方政府会合（韓国語） 2018 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2018/3/27消費者白書　平成２９年版 2017 7 国関係機関 その他の政府関係機 行政資料 生活文化 消費生活 消費者庁 2018/3/28エネルギー白書２０１７ 2017 8 国関係機関 経済産業省 行政資料 産業経済 エネルギー・資源 経済産業省 2018/3/28自殺対策白書　平成２９年版 2017 7 国関係機関 厚生労働省 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 厚生労働省 2018/3/28人権教育・啓発白書　平成29年版 2017 6 国関係機関 法務省 行政資料 社会福祉 同和 法務省・文部科学  2018/3/28平成28年簡易生命表 2018 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 一般財団法人厚生労働統計協会  2017/3/16国会便覧（平成30年2月新版） 2018 3 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 シュハリ・イニシアティブ（株）  2017/3/16労働統計要覧　平成28年度 2017 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 厚生労働省大臣官房統計情報部 2018/3/28厚生統計要覧　平成28 年度 2017 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 厚生労働省大臣官房統計情報部 2018/3/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日女性労働の分析 2016年 2017 9 その他 その他団体等 行政資料 労働 労働一般 （公財）２１世紀職業財団  2018/3/28保険と年金の動向2017/2018 2017 11 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 （一財）厚生労働統計協会 2018/3/28医療白書　2017－2018年版 2017 8 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 (株)ヘルスケア総合政策研究所 2018/3/28労働経済白書　平成29年版 2017 9 国関係機関 厚生労働省 行政資料 労働 労働一般 厚生労働省 2018/3/28土地白書　平成29年版 2017 11 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 国土交通省 2018/3/28介護白書　平成29年版 2017 10 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 （公財）全国老人保健施設協会 2018/3/28中小企業白書　2017年版 2017 6 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 中小企業庁 2018/3/28公務員白書　平成29年版 2017 6 国関係機関 人事院 行政資料 総合行政 行政一般 人事院 2018/3/28防災白書　平成29年版 2017 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2018/3/28子供・若者白書　平成29年版 2017 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 内閣府 2018/3/28環境白書（循環型社会白書／生物多様性白書）　平成29年版 2017 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般 環境省 2018/3/28高齢社会白書　平成29年版 2017 7 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 内閣府 2018/3/28情報通信白書　平成29年版 2017 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 情報通信 総務省 2018/3/28男女共同参画白書　平成29年版 2017 6 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 内閣府 2018/3/28レジャー白書　2017 2017 8 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 公益財団法人 日本生産性本部 2018/3/29観光白書　平成29年版 2017 9 国関係機関 国土交通省 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 観光庁 2018/3/29食料・農業・農村白書　平成29年版 2017 6 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産 農林水産省  2018/3/29地方財政白書　平成29年版 2017 4 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政 総務省 2018/3/29消防白書　平成29年版 2017 12 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 消防・防災 消防庁 2018/3/29警察白書　平成29年版 2017 7 国関係機関 国家公安委員会(警察庁を含む) 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 国家公安委員会・警察庁  2018/3/29犯罪白書　平成29年版 2017 12 国関係機関 法務省 行政資料 防災・防犯 防災・防犯一般 法務省法務総合研究所  2018/3/29平成29年　我が国の人口動態 2017 3 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 厚生労働省大臣官房統計情報部  2018/3/29平成27年度　食糧需給表 2017 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 統計 農林水産省 2018/3/29住民基本台帳人口要覧 Ⅰ平成２９年版 2017 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会  2018/3/29住民基本台帳人口要覧Ⅱ 平成２９年版 2017 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会  2018/3/29日本のすがた　2018 2018 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 公益財団法人　矢野恒太記念会  2018/3/29国民医療費　平成27年度 2017 12 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (一財）厚生労働統計協会  2018/3/29住宅経済データ集　2017年(平成29年）度版 2017 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 住宅 住宅 ㈱住宅産業新聞 2018/3/29少子化社会対策白書　平成29年版 2017 7 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 2018/3/29森林・林業白書　平成29年版 2017 6 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 (一財)農林統計協会  2018/3/29文部科学白書　平成28年度 2017 7 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般 2018/3/29



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日国土交通白書　2017 2017 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般 国土交通省 2018/3/29交通安全白書　平成29年版 2017 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全 内閣府 2018/3/29平成28年度版　観光の実態と志向 2017 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人日本観光振興協会 2018/3/30奈良医学雑誌　第６８巻第４・５・６号 (Journal of NaraMedical Association) 2017 12 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2018/3/30平成30年度　土木工事設計単価資料 2018 4 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2019/2/28平成２９年度　学校保健統計調査報告書 2018 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2018/4/5奈良県廃棄物処理計画（第4次計画） 2018 3 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物)  2018/4/5第91次農林水産省統計表 2018 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2018/4/5第93回　神戸市統計書（平成28年度版） 2017 3 都道府県 兵庫県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 神戸市 総務部 2018/4/6滋賀県統計書　平成27年度 2017 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 滋賀県総務部統計課 総務部 2018/4/6第65回　愛知県統計年鑑　平成28年度刊 2017 3 都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛知県 総務部 2018/4/6日本の統計　2018年版 2018 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2018/4/6世界の統計　2018年版 2018 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2018/4/6平成28年　奈良県鉱工業指数年報　（平成22年基準） 2018 4 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2018/4/6奈良県農業研究開発センター研究報告　第48号 2017 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/4/16平成29年度　包括外部監査結果報告書 2018 3 その他 その他団体等 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県包括外部監査人 2018/4/6奈良県高齢者福祉計画及び第７期奈良県介護保険事業支援計画 2018 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2018/4/10奈良県高齢者福祉計画及び第７期奈良県介護保険事業支援計画　概要版 2018 3 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2018/4/10主な政策集 2018 3 総務部 知事公室政策推進課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県総務部知事公室政策推進 総務部 2018/4/10奈良県立美術館紀要　第32号 2018 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2018/4/10奈良県立美術館年報　平成28年度 2017 12 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2018/4/10奈良県農業総合センター業務年報　平成22年度 2010 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16奈良県農業総合センター業務年報　平成23年度 2011 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16奈良県農業総合センター業務年報　平成24年度 2012 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16奈良県農業総合センター業務年報　平成25年度 2013 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16奈良県農業研究開発センター業務年報　平成26年度 2014 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16奈良県農業研究開発センター業務年報　平成27年度 2015 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16奈良県農業研究開発センター業務年報　平成28年度 2016 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/4/16奈良県農業総合センター研究報告　第43号 2012 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/4/16奈良県農業総合センター研究報告　第44号 2013 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/4/16奈良県農業総合センター研究報告　第45号 2014 3 食と農の振興部 農業総合技術センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/4/16奈良県農業研究開発センター研究報告　第46号 2015 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/4/16奈良県農業研究開発センター研究報告　第47号 2016 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/4/16奈良県自殺対策計画 2018 3 福祉医療部 疾病対策課 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 奈良県 医療政策局 2018/4/18職場環境調査報告書　平成28年度 2017 3 産業・観光・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  産業・雇用振興部 2018/4/20



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日消費者物価指数年報　平成29年 2018 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2018/4/23第３期奈良県医療費適正化計画 2018 3 福祉医療部 医療保険課 行政資料 保健衛生 保健・衛生・医療 奈良県 福祉医療部医療・介護保険局 2018/4/24交通事故相談の概要　平成29年度 2018 5 総務部 交通事故相談所 行政資料 防災・防犯 交通安全 奈良県交通事故相談所 知事公室 2018/5/1平成30年度　奈良県立高等学校入学者選抜検査問題等 2018 5 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 奈良県教育委員会学校教育課 教育委員会 2018/5/2富山県統計年鑑　平成27年（平成28年度刊行） 2017 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 富山県経営管理部統計調査課 総務部 2018/5/8第３期奈良県がん対策推進計画 2018 3 福祉医療部 疾病対策課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策局 2018/5/15ならのがんに関する患者意識調査報告書 2017 10 福祉医療部 疾病対策課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策局 2018/5/15奈良県のがん登録　2013年(平成25)年 2017 11 福祉医療部 疾病対策課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策局 2018/5/15平成２９年度　研究紀要　第２５号（要旨集） 2018 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2018/5/17平成２９年　奈良県の賃金・労働時間・雇用の動き（毎月勤労統計調査地方調査年報） 2018 5 総務部 知事公室統計課 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査  総務部知事公室 2018/5/29財政指標にみるあなたのまちの財政状況　平成28(2016)年度　奈良県内市町村決算 2018 5 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 財政 奈良県地域振興部市町村振興課 地域振興部 2018/6/6第７期王寺町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画 2018 3 奈良県市町村 王寺町 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 王寺町 奈良県市町村 2018/6/6平成３０年２月第３３１回定例奈良県議会会議録 2018 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2018/6/14平成３０年度 県土マネジメント部建築工事等積算基準書（平成３０年６月１日以降適用） 2018 6 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県県土マネジメント部 県土マネジメント部 2018/6/18奈良県市町村要覧　平成30年5月 2018 5 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  地域振興部 2018/6/21平成29年度　地方教育費調査（平成28会計年度）　教育行政調査（平成29年5月1日現在）中間報告 2018 5 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2018/6/25家計調査年報　平成29年　＜Ⅰ　家計収支編＞ 2018 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2018/6/27平成29年度　医療法人決算届（病院） 2018 6 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2018/6/28平成29年度　医療法人決算届（診療所№１） 2018 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2018/6/28平成29年度　医療法人決算届（診療所№２） 2018 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2018/6/28平成29年度　医療法人決算届（診療所№３） 2018 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2018/6/28平成29年度　医療法人決算届（診療所№４） 2018 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2018/6/28平成29年度　医療法人決算届（診療所№５） 2018 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2018/6/28第104回　大阪市統計書　平成28年版 2017 3 都道府県 大阪市 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2018/7/2平成27～28年　近畿農林水産統計年報 2017 5 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 近畿農政局統計部 総務部 2018/7/2平成28年度　野生鳥獣資源利用実態調査報告 2018 4 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般 農林水産省 総務部 2018/7/2高齢者福祉対策の概要　平成30年度 2018 6 福祉医療部 長寿社会課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  健康福祉部 2018/7/2奈良県立高等学校入学者選抜概要　平成3１年度 2018 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2018/7/4土地改良事業用設計積算単価資料　平成30年7月 2018 7 食と農の振興部 農村振興課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/7/4奈良県農業研究開発センター業務年報　平成29年度 2017 3 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2018/7/5市場年報　平成２９年度 2018 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 畜産 奈良県中央卸売市場 農林部 2018/7/23卸売市場の概要　平成３０年６月 2018 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2018/7/23



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日市場年報　平成２９年度 2018 6 県関係機関 (公財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (公財)奈良県食肉公社 農林部 2018/7/27第332回定例県議会提出 2018 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2018/7/27平成30年度(8月)　土木工事設計積算単価資料　閲覧 2018 8 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道 奈良県水道局 水道局 2018/8/10平成31年度　奈良県立青翔中学校入学者選抜実施 2018 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2018/8/14平30年度　こんにちは県議会です 2018 8 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2018/8/17100の指標からみた奈良県勢　平成30年版 2018 8 総務部 統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県知事公室統計課 知事公室 2018/8/23平成29年度　障害者施策の概況（障害者白書）[概要] 2017 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 障害者福祉 内閣府 福祉医療部 2018/9/4試験研究実施計画書 2018 7 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般 農業研究開発センター病害虫防除所 農林部 2018/9/4平成２９年度事業概要 2018 8 文化・教育・くらし創造部 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県女性センター こども・女性局 2018/9/5平成３０年６月第３３２回定例奈良県議会会議録 2018 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2018/9/11第333回定例県議会提出 2018 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2018/9/13平成31年度教員採用試験問題及び正答例 2018 9 教育委員会 教職員課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2018/9/13平成30年　奈良県地価調査基準地価格一覧 2018 9 県土マネジメント部 地域政策課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価 地域振興部地域政策課 2018/9/21主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成２９年度 2018 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2018/9/25奈良県歳入歳出決算報告書　平成29年度 2018 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2018/9/25一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成29年度 2018 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2018/9/25平成29年度　財産に関する調書（美術品等取得基金運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2018 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2018/9/25家計調査年報　平成29年　≪Ⅱ　貯蓄・負債編≫ 2018 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2018/9/27奈良県民手帳　2019 2018 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2018/10/9水質試験年報　平成29年度 2018 4 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2018/10/9奈良県森林技術センター研究報告　第47号 2018 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2018/10/10業務報告　平成29年度 2018 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2018/10/10奈良県統計年鑑　平成29年度 2018 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標  総務部 2018/10/12奈良県水道用水供給事業費特別会計決算書　平成29年度 2018 水道局 水道局 行政資料 税・財政 予算・決算  2018/10/24奈良医学雑誌　第69巻第1・2・3号 (Journal of NaraMedical Association) 2018 6 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2018/10/26狩猟者必携（ハンターマップ）平成30年度（奈良県鳥獣保護区等位置図） 2018 10 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 林業 農業水産振興課 農林部 2018/10/26平成30年度　狩猟者必携（別冊） 2018 10 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 林業 農業水産振興課 農林部 2018/10/26統計グラフでみる奈良県　平成30年度版 2018 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 統計課 総務部 2018/10/29奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　平成31年 2018 9 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2018/11/1



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日近畿の交通・観光行政　２０１８ 2018 9 国関係機関 近畿地方運輸局 行政資料 交通・運輸・通信 運輸 国土交通省近畿運輸局 知事公室 2018/11/14衆議院議員総選挙最高裁判所裁判官国民審査の記録（平成29年10月22日） 2018 11 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 選挙 その他委員会など 選挙管理委員会 2018/11/29平成３０年９月第３３３回定例奈良県議会会議録 2018 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2018/11/29第334回定例県議会提出 2018 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2018/12/3平成29年度　地方教育費調査報告書（平成28会計年度）・教育行政調査（平成29年5月1日現在） 2018 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2018/12/4交通年鑑　平成２９年版 2018 12 その他委員会など 警察本部 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 奈良県県警本部 その他委員会など 2018/12/4奈良こどもすくすく・子育ていきいきプラン平成29年度推進状況について 2018 12 文化・教育・くらし創造部 女性活躍推進課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県健康福祉部こども・女性局女性活躍推進課 2018/12/7平成３０年度 県土マネジメント部建築工事等積算基準書（平成３０年１２月１日以降適用） 2018 12 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県県土マネジメント部 県土マネジメント部 2018/12/10平成28年　経済センサス活動調査報告　第3巻　企業等数及び従業者数に関する集計 2018 11 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2018/12/11平成28年　経済センサス活動調査報告　第1巻　事業所数及び従業者数に関する集計 2018 11 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2018/12/11平成28年　経済センサス活動調査報告　第4巻　企業等の売上（収入）金額及び費用に関する集計 2018 11 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2018/12/11平成24年　経済センサス活動調査報告　第2巻　事業所の売上（収入）金額に関する集計 2018 11 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2018/12/11平成28年　経済センサス活動調査報告　第８巻　建設業、医療・福祉、学校教育及びサービス関連産業に関する集計 2018 12 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2018/12/11平成28年　経済センサス活動調査　結果表様式 2018 12 国関係機関 総務省 統計資料 経済 経済一般 総務省統計局 総務部 2018/12/11平成３０年度県民アンケート調査報告書（概要版） 2018 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 総務部 2018/12/13平成３０年度県民アンケート調査報告書 2018 11 総務部 知事公室統計課 行政資料 総合行政 行政計画 奈良県 総務部 2018/12/13平成29年　奈良県鉱工業指数年報　（平成22年基準） 2018 12 総務部 知事公室統計課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2018/12/13学校保健統計速報　平成30年度 2018 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2018/12/26小売物価統計調査年報　平成29年 2018 12 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省 総務部 2018/12/26奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成28年度版 2018 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 奈良県生活環境部廃棄物対策課 くらし創造部景観・環境 2019/1/7学校基本調査報告書（初等中等教育機関／専修学校・各種学校編）平成30年度 2018 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2019/1/9第92次農林水産省統計表 2018 12 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2019/1/10第68回　日本統計年鑑 2018 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2019/1/15第40回「少年の主張」奈良県大会　発表作文集 2018 文化・教育・くらし創造部 青少年・生涯学習課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 青少年・社会活動推進課 生活環境部 2018/1/16平成３０年１１月第３３４回定例奈良県議会会議録 2018 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2018/2/15奈良県保健研究センター年報　平成29年度　No.52 2018 10 福祉医療部 保健研究センター 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策部 2019/2/15奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成2７年度版 2018 水循環・森林・景観環境部 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 奈良県生活環境部廃棄物対策課 くらし創造部景観・環境 2019/2/18



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日〈第３３５回定例県議会提出〉平成３１年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2019 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2019/2/19平成31年度一般会計特別会計予算案の概要　平成30年度一般会計特別会計2月補正予算案の概要 2019 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  総務部 2019/2/19〈第335回定例県議会提出〉条例その他予算外議案 2019 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県 総務部 2019/2/19第335回定例県議会提出 2019 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2019/2/19奈良医学雑誌　第６９巻第４・５・６号 (Journal of NaraMedical Association) 2018 12 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2019/2/20青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第151号 2017 6 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/2/25青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第152号 2017 10 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/2/25青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第153号 2018 1 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/2/25考古学論攷　第41冊　橿原考古学研究所紀要 2018 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/2/25橿原考古学研究所年報　43　2016年度 2017 12 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/2/25奈良県遺跡調査概報　2017年度（第一分冊） 2018 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/2/25奈良県遺跡調査概報　2016年度（第二分冊） 2018 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/2/25藤原京左京八条二坊・九条三坊、紀寺跡　奈良県文化財調査報告書　第176集 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/2/25立花遺跡　奈良県文化財調査報告書　第175集 2017 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/2/25居伝瓜山瓦窯　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第125冊 2018 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/2/25第６６回　愛媛県統計年鑑　平成２９年刊行 2018 3 都道府県 愛媛県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛媛県統計協会 総務部 2019/3/5指標からみた和歌山県のすがた　平成28年度 2017 2 都道府県 和歌山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 和歌山県企画部企画政策局調査統計課 総務部 2019/3/5指標からみた和歌山県のすがた　平成29年度 2018 2 都道府県 和歌山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 和歌山県企画部企画政策局調査統計課 総務部 2019/3/5社会生活統計指標（都道府県の指標）2019 2019 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2019/3/5統計でみる都道府県のすがた　2019 2019 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2019/3/5奈良県准看護師試験問題　　平成30年度 2019 3 福祉医療部 医師・看護師確保対策室 行政資料 保健衛生 医療 医師･看護師確保対策室 医療政策部 2019/3/11奈良県景観・環境総合センター研究報告　No.5 平成29年度 2018 1 水循環・森林・景観環境部 景観・環境総合センター 行政資料 環境 環境（大気・水） 景観・環境総合センター 景観観光局 2019/3/11奈良県結婚・子育て実態調査報告書【概要版】 2019 3 文化・教育・くらし創造 こども・女性局 行政資料 生活文化 青少年・婦人 こども・女性局 福祉医療部 2019/3/15奈良県結婚・子育て実態調査報告書 2019 3 文化・教育・くらし創造 こども・女性局 行政資料 生活文化 青少年・婦人 こども・女性局 福祉医療部 2019/3/15第9回東アジア地方政府会合（日本語） 2019 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2019/3/18



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日第9回東アジア地方政府会合（英語） 2019 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2019/3/18第9回東アジア地方政府会合（中国語） 2019 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2019/3/18第9回東アジア地方政府会合（韓国語） 2019 3 総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2019/3/18平成29年度　野生鳥獣資源利用実態調査報告 2019 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農業一般 農林水産省 総務部 2019/3/25奈良県の下水道　平成30年度 2019 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課 県土マネジメント部 2019/3/26労働力調査年報　平成29年 2018 5 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 労働力調査 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成27年国勢調査報告　第4巻　世帯構造等基本集計結果　その1　全国編 2018 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成27年国勢調査報告　第4巻　世帯構造等基本集計結果  その2　都道府県・市区町村編　④近畿 2018 1 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成27年国勢調査　日本人口地図帳 2018 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成27年国勢調査　我が国人口・世帯の概観 2018 3 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成27年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その1　全国編 2018 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成27年国勢調査報告　第5巻　抽出詳細集計結果その2　都道府県・市区町村　編　④近畿 2018 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成27年国勢調査報告　第6巻　第2部 従業地・通学地による抽出詳細集計結果　全国・都道府県編 2018 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成27年国勢調査 最終報告書　日本の人口・世帯 2018 12 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 国勢調査 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成28年　社会生活基本調査報告　第1巻　全国・地域　生活時間編 2018 3 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成28年　社会生活基本調査報告　第2巻　全国・地域　生活行動編 2018 3 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成28年　社会生活基本調査報告　第3巻　詳細行動分類による生活時間編 2018 8 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成29年　就業構造基本調査報告　全国編 2018 12 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成29年　就業構造基本調査報告　都道府県編 2018 12 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 毎月勤労統計調査・就業構造基本調査 総務省統計局 総務部 2019/3/27平成３０年度　学校保健統計調査報告書 2019 3 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2019/3/28世界の統計　2019年版 2019 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2019/3/29日本の統計　2019年版 2019 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2019/3/29第105回　大阪市統計書　平成29年版 2018 3 都道府県 大阪市 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 大阪市 総務部 2019/3/29滋賀県統計書　平成28年度 2018 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 滋賀県総務部統計課 総務部 2019/3/29第66回　愛知県統計年鑑　平成29年度刊 2018 3 都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛知県 総務部 2019/3/29平成３１年度　予算案の主な取組 2019 4 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算  2019/4/1平成31年度　土木工事設計単価資料 2019 4 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2020/3/2青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第154号 2018 6 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/4/4



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第155号 2018 10 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/4/4飛鳥宮跡出土木簡　奈良県文化財調査報告書　第182集 2019 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/4/4島の山古墳　奈良県文化財調査報告書　第183集 2019 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/4/4奈良県遺跡調査概報　2017年度（第二分冊） 2019 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/4/4奈良県遺跡調査概報　2017年度（第二分冊） 2019 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/4/4今出遺跡Ⅱ　奈良県文化財調査報告書　第178集 2019 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/4/4常喜院山古墳　奈良県文化財調査報告書　第180集 2019 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/4/4下永東方遺跡Ⅲ　奈良県文化財調査報告書　第181集 2019 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/4/4古墳出土の釘に付着した材組織の観察からみた木棺の用材利用法と棺構造の復元的研究 2018 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/4/4橿原考古学研究所年報　44　2017年度 2019 1 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/4/4考古学論攷　第42冊　橿原考古学研究所紀要 2019 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 地域振興部 2019/4/4奈良県のがん登録　2014年(平成26)年・2015（平成 2019 3 福祉医療部 疾病対策課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策局 2019/4/5奈良県アルコール健康障害対策推進計画 2019 3 福祉医療部 疾病対策課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策局 2019/4/5奈良県域地域福祉計画 2019 3 福祉医療部 地域福祉課 行政資料 社会福祉 福祉一般  健康福祉部 2019/4/8奈良県域地域福祉計画　概要版 2019 3 福祉医療部 地域福祉課 行政資料 社会福祉 福祉一般  健康福祉部 2019/4/8更生支援に向けた「犯罪をした者等」の実態調査報告 2019 2 福祉医療部 地域福祉課 行政資料 社会福祉 福祉一般  健康福祉部 2019/4/8アジアコスモポリタン賞受賞記念奈良フォーラム2019ＮＡＲＡ　ＦＯＲＵＭ2019　Ａｓｉａ　Ｃｏｓｍｏｐｏｌｉｔａｎ　Ａｗａ  総務部 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 東アジア連携課 総務部知事公室 2019/4/9平成29年簡易生命表 2018 11 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  2019/4/15国会便覧（平成31年2月新版） 2019 2 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 シュハリ・イニシアティブ（株）  2019/4/15労働統計要覧　平成29年度 2018 5 国関係機関 厚生労働省 統計資料 労働(統計) 労働一般(統計) 厚生労働省大臣官房統計情報部 2019/4/15厚生統計要覧　平成29年度 2018 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 厚生労働省大臣官房統計情報部 2019/4/15女性労働の分析 2017年 2018 12 その他 その他団体等 行政資料 労働 労働一般 （公財）２１世紀職業財団  2019/4/15保険と年金の動向2018/2019 2018 11 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 （一財）厚生労働統計協会 2019/4/15医療白書　2018年度版 2018 9 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 (株)ヘルスケア総合政策研究所 2019/4/15土地白書　平成30年版 2018 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 国土交通省 2019/4/15介護白書　平成30年版 2018 10 その他 その他団体等 行政資料 社会福祉 福祉一般 （公財）全国老人保健施設協会 2019/4/15中小企業白書　2018年版 2018 6 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 中小企業庁 2019/4/15公務員白書　平成30年版 2018 6 国関係機関 人事院 行政資料 総合行政 行政一般 人事院 2019/4/15



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日防災白書　平成30年版 2018 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2019/4/15子供・若者白書　平成30年版 2018 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 内閣府 2019/4/15環境白書（循環型社会白書／生物多様性白書）　平成30年版 2018 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般 環境省 2019/4/15高齢社会白書　平成30年版 2018 7 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 内閣府 2019/4/15情報通信白書　平成30年版 2018 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 情報通信 総務省 2019/4/15男女共同参画白書　平成30年版 2018 6 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 内閣府 2019/4/15観光白書　平成30年版 2018 9 国関係機関 国土交通省 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 観光庁 2019/4/15食料・農業・農村白書　平成30年版 2018 8 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産 農林水産省  2019/4/15地方財政白書　平成30年版 2018 4 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政 総務省 2019/4/15消防白書　平成30年版 2018 2 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 消防・防災 消防庁 2019/4/15平成28年度　食糧需給表 2018 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 統計 農林水産省  2019/4/15平成30年　住民基本台帳 人口・世帯数表 2018 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会  2019/4/15日本のすがた　2019 2018 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 公益財団法人　矢野恒太記念会  2019/4/15国民医療費　平成28年度 2019 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (一財）厚生労働統計協会  2019/4/15住宅経済データ集　2018年(平成30年）度版 2018 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 住宅 住宅 ㈱住宅産業新聞 2019/4/15少子化社会対策白書　平成30年版 2018 7 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 2019/4/15森林・林業白書　平成30年版 2018 7 国関係機関 林野庁 行政資料 農林水産 林業 (一財)農林統計協会  2019/4/15文部科学白書　平成29年度 2017 7 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般 2019/4/15国土交通白書　2018 2018 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般 国土交通省 2019/4/15交通安全白書　平成30年版 2018 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 交通安全 内閣府 2019/4/15平成29年度版　観光の実態と志向 2018 3 その他 その他団体等 統計資料 観光 観光 社団法人日本観光振興協会 2019/4/15精神保健医療福祉白書　2018/2019 2018 10 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 保健衛生一般 精神保健医療福祉白書編集委員  2019/4/15消費者行政の概要　平成30年度 2018 文化・教育・くらし創造 消費・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  2019/4/16富山県統計年鑑　平成28年（平成29年度刊行） 2018 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 富山県経営管理部統計調査課 総務部 2019/4/17奈良県交通安全実施計画　平成30年度 2019 4 総務部 知事公室安心・安全まちづくり推進課 行政資料 防災・防犯 交通安全 奈良県交通安全対策会議 総務部 2019/4/19消費者物価指数年報　平成30年 2019 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2019/4/25平成31年度　奈良県立高等学校入学者選抜検査問題等 2019 5 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 奈良県教育委員会学校教育課 教育委員会 2019/5/8奈良県立美術館年報　平成29年度 2018 7 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2019/5/14奈良県立美術館紀要　第33号 2019 3 文化・教育・くらし創造 文化資源活用課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 地域振興部 2019/5/14県土マネジメント部建築工事等積算基準書　(県土マネジメント部建築工事積算基準）（建築工事共通費積算基準）（県土マネジメント部長関連通達抜粋）（県土マネジメント部建築工事設計業務等積算基準）平成２７年度 （平成２８年１２月１日以降適用） 2019 6 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県県土マネジメント部 県土マネジメント部 2019/5/31財政指標にみるあなたのまちの財政状況　平成29(2017)年度　奈良県内市町村決算 2019 5 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 財政 奈良県地域振興部市町村振興課 地域振興部 2019/5/31



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日労働力調査年報　平成30年 2019 6 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 労働力調査 総務省統計局 総務部 2019/6/12平成３１年２月第３３５回定例奈良県議会会議録 2019 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2019/6/17第337回定例県議会提出 2019 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2019/6/18奈良県出資法人　平成30年度事業（業務）報告・令和元年度事業計画書 2019 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2019/6/18家計調査年報　平成30年　＜Ⅰ　家計収支編＞ 2019 6 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2019/6/21試験研究実施計画書 2019 7 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般 農業研究開発センター病害虫防除所 農林部 2019/6/24職場環境調査報告書　平成30年度 2019 3 産業・観光・雇用振興部 雇用労政課 行政資料 労働 労働一般  産業・雇用振興部 2019/6/28伊勢本街道整備事業報告書 2019 3 奈良県市町村 曽爾村 行政資料 生活文化 文化財 曽爾村教育委員 2019/6/28平成30年度　地方教育費調査（平成29会計年度）中間報告 2018 6 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2019/7/1奈良県市町村要覧　令和元年5月 2019 5 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  地域振興部 2019/7/3土地改良事業用設計積算単価資料　令和元年7月 2019 7 食と農の振興部 農村振興課 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2019/7/4平成30年度　医療法人決算届（病院） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5平成30年度　医療法人決算届（診療所№１） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5平成30年度　医療法人決算届（診療所№２） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5平成30年度　医療法人決算届（診療所№３） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5平成30年度　医療法人決算届（診療所№４） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5平成30年度　医療法人決算届（診療所№５） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5平成30年度　医療法人決算届（診療所№6） 2019 7 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  医療政策部 2019/7/5令和元年度年度　こんにちは県議会です 2019 7 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2019/7/11令和元年　情報通信に関する現状報告 2019 c 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 情報通信 総務省 総務部 2019/7/12奈良県立高等学校入学者選抜概要　令和2年度 2019 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2019/7/23令和2年度　奈良県立青翔中学校入学者選抜実施要 2019 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2019/7/23住民基本台帳人口移動報告年報 平成３０年 2019 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省総計局 総務部 2019/7/25奈良県立医科大学概要　令和元年度 2019 7 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 県関係機関 2019/7/31令和元年度　土木工事標準積算基準書　電気通信編 2019 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土マネジメント部 奈良県土マネジメント部 2019/8/2令和元年度　土木工事標準積算基準書　機械編 2019 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土マネジメント部 奈良県土マネジメント部 2019/8/2令和元年度　土木工事標準積算基準書　共通編 2019 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土マネジメント部 奈良県土マネジメント部 2019/8/2令和元年度　土木工事標準積算基準書　河川編 2019 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土マネジメント部 奈良県土マネジメント部 2019/8/2令和元年度　土木工事標準積算基準書　道路編 2019 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土マネジメント部 奈良県土マネジメント部 2019/8/2令和元年度　設計業務等標準積算基準書 2019 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土マネジメント部 奈良県土マネジメント部 2019/8/2奈良県農業研究開発センター業務年報　平成30年度 2018 8 食と農の振興部 農業研究開発センター 行政資料 農林水産 農林水産一般  2019/8/5業務報告　平成30年度 2019 7 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2019/8/9



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日令和元年度（8月）土木工事設計積算単価資料(水道局)　閲覧図書 2019 8 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道 奈良県水道局 水道局 2019/8/14卸売市場の概要　令和元年7月 2019 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2019/9/5市場年報　平成30年 2019 7 県関係機関 (公財)奈良県食肉公社 行政資料 農林水産 畜産 (公財)奈良県食肉公社 農林部 2019/9/5令和元年５月第３３６回臨時奈良県議会会議録 2019 5 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2019/9/9令和元年６月第３３７回定例奈良県議会会議録 2019 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2019/9/9奈良医学雑誌　第70巻第1・2・3号 (Journal of NaraMedical Association) 2019 6 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2019/9/9奈良県出資法人　平成29年度事業（業務）報告・平成30年度事業計画書 2018 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2019/9/11第338回定例県議会提出 2019 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2019/9/11奈良県水道用水供給事業費特別会計決算書　平成30年度 2019 水道局 水道局 行政資料 税・財政 予算・決算  2019/9/11奈良県公営企業会計決算審査意見書　平成30年度 2019 7 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 公営企業  2019/9/11令和2年度教員採用試験問題及び正答例 2019 9 教育委員会 教職員課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2019/9/13家計調査年報　平成30年　≪Ⅱ　貯蓄・負債編≫ 2019 9 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2019/9/20令和元年奈良県地価調査基準地価格一覧及び付近案内図 2019 9 県土マネジメント部 エネルギー・土地水資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価 地域振興部 2019/9/24平成30年度事業概要 2019 9 文化・教育・くらし創造部 女性センター 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県女性センター こども・女性局 2019/9/26奈良県立高等学校入学者選抜実施要項　令和2年度 2019 10 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2019/10/1個人企業経済調査報告（構造編）　平成３０年 2019 9 国関係機関 総務省 統計資料 商工業 商工業一般 総務省統計局 総務部 2019/10/4100の指標からみた奈良県勢　令和元年版 2019 10 総務部 統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県知事公室統計課 知事公室 2019/10/11奈良県歳入歳出決算報告書　平成30年度 2019 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2019/10/15主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）平成30年度 2019 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2019/10/15奈良県歳入歳出決算並びに基金の運用に関する審査意見書　平成30年度 2019 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 予算・決算 奈良県監査委員 その他委員会など 2019/10/15平成30年度　財産に関する調書（美術品等取得基金運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2019 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2019/10/15一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　平成30年度 2019 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2019/10/15平成30年度　健全化判断比率審査意見書　資金不足比率審査意見書 2019 9 その他委員会など 監査委員 行政資料 税・財政 税・財政一般 奈良県監査委員 その他委員会など 2019/10/15奈良県民手帳　2020 2019 10 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2019/10/17奈良県森林技術センター研究報告　第48号 2019 4 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2019/10/21統計グラフでみる奈良県　令和元年度版 2019 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 統計課 総務部 2019/11/12交通年鑑　平成30年版 2019 10 その他委員会など 警察本部 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 奈良県県警本部 その他委員会など 2019/11/18第93次農林水産省統計表 2019 11 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 農林水産省大臣官房統計部 総務部 2019/11/22



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日令和元年９月第３３８回定例奈良県議会会議録 2019 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2019/12/6第3次奈良県男女共同参画計画　平成30年度進捗状況 2019 文化・教育・くらし創造部 女性活躍推進課 行政資料 生活文化 青少年・婦人 奈良県健康福祉部こども・女性局女性活躍推進課 2019/12/10第69回　日本統計年鑑 2019 12 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2019/12/12平成30年度　地方教育費調査報告書（平成29会計年 2019 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2019/12/12小売物価統計調査年報　平成30年 2019 12 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省 総務部 2019/12/12奈良医学雑誌　第70巻第4.5.6号 (Journal of NaraMedical Association) 2019 11 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2019/12/17奈良県のすがた２０１９　令和元年度版　グラフと解説で見る統計ガイド 2019 12 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2019/12/17奈良県のすがた２０１９　令和元年度版　グラフと解説で見る統計ガイド　概要版 2019 12 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2019/12/17令和元年度　県民アンケート調査　報告書 2019 12 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2019/12/17令和元年度　県民アンケート調査　報告書　概要版 2019 12 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2019/12/17学校保健統計速報　令和元年度 2019 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2020/1/8学校基本調査報告書（初等中等教育機関／専修学校・各種学校編）令和元年度 2019 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2020/1/9犯罪統計書　平成30年版 2019 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部 その他委員会など 2020/1/22平成30年　奈良県鉱工業指数年報　（平成27年基準） 2020 1 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 商工業 鉱工業指数  総務部 2020/1/22犯罪統計書　平成28年版 2017 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部 その他委員会など 2020/1/23犯罪統計書　平成29年版 2018 その他委員会など 警察本部 統計資料 公安 公安 奈良県警察本部 その他委員会など 2020/1/23第339回定例県議会提出 2019 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2020/1/27奈良県統計年鑑　平成30年度 2019 7 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 総務部 2020/1/30奈良県保健研究センター年報　平成30年度　No.53 2019 10 福祉医療部 保健研究センター 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策部 2020/2/12「古都奈良の祈り」展図録(日本語) 2019 1 文化・教育・くらし創造部 文化資源活用課 行政資料 生活文化 文化財 奈良県 文化資源活用課 2020/2/18「古都奈良の祈り」展図録(フランス語) 2019 1 文化・教育・くらし創造部 文化資源活用課 行政資料 生活文化 文化財 奈良県 文化資源活用課 2020/2/18「奈良－日本の信仰と美のはじまり」展図録(日本語) 2019 10 文化・教育・くらし創造部 文化資源活用課 行政資料 生活文化 文化財 奈良県 文化資源活用課 2020/2/18「奈良－日本の信仰と美のはじまり」展図録(英語) 2019 10 文化・教育・くらし創造部 文化資源活用課 行政資料 生活文化 文化財 奈良県 文化資源活用課 2020/2/18令和元年12月第339回定例奈良県議会会議録 2019 12 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2020/2/21令和2年度一般会計特別会計予算案の概要　令和元年度一般会計2月補正予算案の概要 2020 2 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2020/2/26〈第340回定例県議会提出〉令和2年度一般会計特別会計予算に関する説明書 2020 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2020/2/26〈第340回定例県議会提出〉条例その他予算外議案 2020 2 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県 総務部 2020/2/26



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日第340回定例県議会提出 2020 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2020/2/26水質試験年報　平成30年度 2020 3 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道  水道局 2020/3/2県土マネジメント部建築工事等積算基準書　(県土マネジメント部建築工事積算基準）（建築工事共通費積算基準）（県土マネジメント部長関連通達抜粋）（県土マネジメント部建築工事設計業務等積算基準）令和元年度 （令和2年3月1日以降適用） 2020 3 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県県土マネジメント部 県土マネジメント部 2020/3/2社会生活統計指標（都道府県の指標）2020 2020 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2020/3/11統計でみる都道府県のすがた　2020 2020 2 国関係機関 総務省 統計資料 生活環境 生活指標 総務省統計局 総務部 2020/3/11平成30年度環境調査報告書（水質編） 2020 3 生活環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁 奈良県くらし創造部　環境政策課 くらし創造部 2020/3/12選挙の記録　第19回　統一地方選挙 2020 3 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  その他委員会など 2020/3/16奈良県の一般廃棄物処理事業の概要　平成29年度版 2020 くらし創造部景観・環境局 廃棄物対策課 行政資料 環境 生活環境(廃棄物) 奈良県生活環境部廃棄物対策課 くらし創造部景観・環境 2020/3/19世界の統計　2020年版 2020 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2020/3/25日本の統計　2020年版 2020 3 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料 総務省統計局 総務部 2020/3/25滋賀県統計書　平成29年度 2019 3 都道府県 滋賀県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 滋賀県総務部統計課 総務部 2020/3/26第67回　愛知県統計年鑑　平成30年度刊 2019 3 都道府県 愛知県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛知県 総務部 2020/3/26第67回　愛媛県統計年鑑　平成30年刊行 2019 3 都道府県 愛媛県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 愛媛県統計協会 総務部 2020/3/26第10回東アジア地方政府会合　報告書（日本語） 2020 3 総務部知事公室 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2020/3/26第10回東アジア地方政府会合　報告書（英語） 2020 3 総務部知事公室 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2020/3/26第10回東アジア地方政府会合　報告書（中国語） 2020 3 総務部知事公室 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2020/3/26第10回東アジア地方政府会合　報告書（韓国語） 2020 3 総務部知事公室 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2020/3/26第10回東アジア地方政府会合　報告書（資料集収録版） 2020 3 総務部知事公室 国際課 行政資料 生活文化 国際交流 奈良県 総務部知事公室 2020/3/26平成30年簡易生命表 2020 2 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療  2020/3/27国会便覧（令和2年2月新版） 2020 2 その他 その他団体等 行政資料 総記 名鑑・人名録 シュハリ・イニシアティブ（株）  2020/3/27厚生統計要覧　平成30年度 2019 4 国関係機関 厚生労働省 統計資料 総記(統計) 統計総記 厚生労働省大臣官房統計情報部 2020/3/27女性労働の分析 2018年 2019 11 その他 その他団体等 行政資料 労働 労働一般 （公財）２１世紀職業財団  2020/3/27保険と年金の動向2019/2020 2019 11 その他 その他団体等 統計資料 福祉 保険・年金 （一財）厚生労働統計協会 2020/3/27医療白書　2019年度版 2019 10 その他 その他団体等 行政資料 保健衛生 医療 (株)ヘルスケア総合政策研究所 2020/3/27土地白書　令和元年版 2019 8 国関係機関 国土交通省 行政資料 総合行政 行政計画 国土交通省 2020/3/27中小企業白書　2019年版 2019 6 国関係機関 中小企業庁 行政資料 産業経済 産業経済一般 中小企業庁 2020/3/27公務員白書　令和元年版 2019 6 国関係機関 人事院 行政資料 総合行政 行政一般 人事院 2020/3/27



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日防災白書　令和元年版 2019 7 国関係機関 内閣府 行政資料 防災・防犯 消防・防災 内閣府 2020/3/27子供・若者白書　令和元年版 2019 7 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 内閣府 2020/3/27環境白書（循環型社会白書／生物多様性白書）　令和元年版 2019 6 国関係機関 環境省 行政資料 環境 環境保全一般 環境省 2020/3/27高齢社会白書　令和元年版 2019 7 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 内閣府 2020/3/27情報通信白書　令和元年版 2019 7 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 情報通信 総務省 2020/3/27男女共同参画白書　令和元年版 2019 6 国関係機関 内閣府 行政資料 生活文化 青少年・婦人 内閣府 2020/3/27観光白書　令和元年版 2019 9 国関係機関 国土交通省 行政資料 生活文化 観光・スポーツ・レクリエーション 観光庁 2020/3/27食料・農業・農村白書　令和元年版 2019 8 国関係機関 農林水産省 行政資料 農林水産 農産 農林水産省  2020/3/27地方財政白書　平成31年版 2019 4 国関係機関 総務省 行政資料 税・財政 財政 総務省 2020/3/27消防白書　令和元年版 2019 2 国関係機関 消防庁 行政資料 防災・防犯 消防・防災 消防庁 2020/3/27平成29年度　食糧需給表 2019 3 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 統計 農林水産省  2020/3/27平成31年　住民基本台帳 人口・世帯数表 2019 8 その他 その他団体等 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 (財)国土地理協会  2020/3/27日本のすがた　2020 2019 3 その他 その他団体等 統計資料 総記(統計) 統計総記 公益財団法人　矢野恒太記念会  2020/3/27国民医療費　平成29年度 2020 1 国関係機関 厚生労働省 統計資料 保健衛生 保健・衛生・医療 (一財）厚生労働統計協会  2020/3/27住宅経済データ集　2019年(令和元年）度版 2019 11 国関係機関 国土交通省 統計資料 住宅 住宅 ㈱住宅産業新聞 2020/3/27少子化社会対策白書　令和元年版 2019 7 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 児童・母子福祉 2020/3/27文部科学白書　平成30年度 2019 7 国関係機関 文部科学省 行政資料 教育 教育一般 2020/3/27国土交通白書　2019 2019 7 国関係機関 国土交通省 行政資料 建設 建設・都市整備一般 国土交通省 2020/3/27奈良県の下水道　令和元年度 2020 3 県土マネジメント部 下水道課 行政資料 建設 上下水道 下水道課 県土マネジメント部 2020/3/30埋蔵文化財調査報告書－平成29年度発掘調査報告 2020 3 都道府県 福崎町 行政資料 生活文化 文化財 福崎町教育委員 2020/3/30北野散布地(第5次)　西田原上野田遺跡(第4次)　西光寺中遺跡(第1次) 2020 3 都道府県 福崎町 行政資料 生活文化 文化財 福崎町教育委員会 2020/3/30令和2年度　土木工事設計単価資料 2020 4 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般  2020/6/1京奈和自動車道　郡山下ッ道ジャンクション建設に伴う遺跡調査報告書第一分冊　遺構図面編 2020 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 2020/4/2京奈和自動車道　郡山下ッ道ジャンクション建設に伴う遺跡調査報告書第２分冊　遺構図面編 2020 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 2020/4/2京奈和自動車道　郡山下ッ道ジャンクション建設に伴う遺跡調査報告書第３分冊　遺構図面編 2020 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 2020/4/2京奈和自動車道　郡山下ッ道ジャンクション建設に伴う遺跡調査報告書第４分冊　遺構図面編 2020 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 2020/4/2京奈和自動車道　郡山下ッ道ジャンクション建設に伴う遺跡調査報告書第５分冊　遺構図面編 2020 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 2020/4/2奈良県医師確保計画 2020 3 医療政策局 医師・看護師確保対策室 行政資料 保健衛生 保健・衛生・医療  2020/4/6埋蔵文化財発掘調査報告書の送付について 2019 3 都道府県 戸田市 行政資料 生活文化 文化財 戸田市教育委員 2020/4/8令和元年度　学校保健統計調査報告書 2020 4 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2020/4/8社会教育統計　社会教育調査報告書　平成30年度 2020 4 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省 総務部 2020/4/8令和2年度　食と農の振興部 公共工事発注見通し 2020 4 食と農の振興部 農村振興課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 食と農の振興部 食と農の振興部 2020/4/8



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県障害者計画　令和2年3月 2020 3 医療福祉部 障害福祉課 行政資料 社会福祉 障害者福祉  医療福祉部 2020/4/13奈良史料叢書　五　庁中漫録　一二・一三・一四 2020 3 文化・教育・くらし創造部 文化資源活用課 行政資料 総記 歴史・年表・県史・市長村史 文化・教育・くらし創造部 2020/4/13消費者行政の概要　令和元年度 2019 くらし創造部 消費・生活安全課 行政資料 生活文化 消費生活  2020/4/13令和2年度　水循環・森林・景観環境部所管工事発注見通し（水循環・森林・景観環境部） 2020 4 水循環・森林・景観環境部 水循環・森林・景観環境部企画管理室 行政資料 総合行政 行政一般 水循環・森林・景観環境部 水循環・森林・景観環境部 2020/4/17令和2年度　水循環・森林・景観環境部所管業務発注見通し（水循環・森林・景観環境部） 2020 4 水循環・森林・景観環境部 水循環・森林・景観環境部企画管理室 行政資料 総合行政 行政一般 水循環・森林・景観環境部 水循環・森林・景観環境部 2020/4/17全国がん登録　奈良県報告書　2016年(平成28)年 2019 11 福祉医療部医療政策 疾病対策課 行政資料 保健衛生 医療 奈良県 医療政策局 2020/4/17令和元年度　交通事故相談の概要 2020 4 知事公室 交通事故相談所 行政資料 防災・防犯 交通安全 奈良県交通事故相談所 知事公室 2020/4/20奈良県交通安全実施計画　令和元年度 2019 4 総務部 知事公室安心・安全まちづくり推進課 行政資料 防災・防犯 交通安全 奈良県交通安全対策会議 総務部 2020/4/21伝統工芸なら 2019 3 産業・観光・雇用振興部 産業振興総合センター 行政資料 産業経済 産業経済一般 産業振興総合センター 2020/4/21伝統工芸なら(英語版） 2019 3 産業・観光・雇用振興部 産業振興総合センター 行政資料 産業経済 産業経済一般 産業振興総合センター 2020/4/21令和２年度　文化・教育・くらし創造部所管公共工事発注見通し 2020 5 文化・教育・くらし創造部 企画管理室 行政資料 総合行政 行政一般  文化・教育・くらし創造部 2020/5/8奈良県指定文化財　平成２９年度版（第54集） 2019 3 文化・教育・くらし創造部 文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財 文化財保存課 文化・教育・くらし創造部 2020/5/11奈良県指定文化財　平成３０年度版（第55集） 2020 3 文化・教育・くらし創造部 文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財 文化財保存課 文化・教育・くらし創造部 2020/5/11奈良県中近世城館跡調査報告書（第一分冊） 2020 3 文化・教育・くらし創造部 文化財保存課 行政資料 生活文化 文化財 文化財保存課 文化・教育・くらし創造部 2020/5/11奈良県警察本部　公共工事の発注見通し　令和2年度 2020 5 その他委員会など 警察本部 行政資料 総合行政 行政一般  その他委員会など 2020/5/11令和2年度年度奈良県総務部所管公共工事発注見通 2020 5 総務部 企画管理室 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県総務部 企画管理室 2020/5/13令和2年度　奈良県立高等学校入学者選抜検査問題等 2020 5 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 奈良県教育委員会学校教育課 教育委員会 2020/5/14富山県統計年鑑　平成29年（平成30年度刊行） 2019 3 都道府県 富山県 統計資料 総記(統計) 他の都道府県の統計書・年鑑 富山県経営管理部統計調査課 総務部 2020/5/15令和2年度　公共工事発注見通し（教育委員会） 2020 5 教育委員会 企画管理室 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県教育委員 教育委員会 2020/5/20職場環境調査報告書　令和元年度 2020 3 産業・観光・雇用振興部 雇用政策課 行政資料 労働 労働一般  産業・観光・雇用振興部 2020/5/21財政指標にみるあなたのまちの財政状況　平成30(2018)年度　奈良県内市町村決算 2020 5 文化・教育・くらし創造部 市町村振興課 行政資料 税・財政 財政 奈良県文化・教育・くらし創造部市町村振興課 文化・教育・くらし創造部 2020/5/22明日への統計　2020 2020 6 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) 統計総記 総務省統計局統計調査部 総務部 2020/5/29令和２年度　県土マネジメント部建築工事等積算基準書（令和2年6月1日以降適用） 2020 6 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県県土マネジメント部 県土マネジメント部 2020/6/1労働力調査年報　令和元年 2020 5 国関係機関 総務省 統計資料 労働(統計) 労働力調査 総務省統計局 総務部 2020/6/10令和２年度　県土マネジメント部所管公共工事等発注見通し 2020 6 県土マネジメント部 建設業・契約管理課 行政資料 総合行政 行政一般 建設業・契約管理課 県土マネジメント部 2020/6/17



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日令和２年２月第３４０回定例奈良県議会会議録（本編） 2020 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2020/6/17令和２年２月第３４０回定例奈良県議会会議録（附録編） 2020 2 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2020/6/17要覧　令和2年度 2020 5 教育委員会 教育委員会の出先機 行政資料 教育 教育一般 教育研究所 2020/6/18第342回定例県議会提出（第341回含む） 2020 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2020/6/18奈良県出資法人　令和元年度事業（業務）報告・令和２年度事業計画書 2020 6 総務部 財政課 行政資料 議会・選挙 議会  総務部 2020/6/18令和2年度　水道局所管公共工事発注見通し 2020 6 水道局 水道局 行政資料 総合行政 行政一般 奈良県水道局 水道局 2020/6/18奈良県宗教法人名簿　令和2年度 2020 6 総務部 法務文書課 行政資料 生活文化 芸術・文化・宗教 奈良県 総務部 2020/6/18平成28~29年　近畿農林水産統計年報 2017 6 国関係機関 農林水産省 統計資料 農業 農林水産省統計表・農林水産統計年報 近畿農政局統計部 総務部 2020/6/19令和元年度　地方教育費調査報告書（平成３０会計 2018 1 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  教育委員会 2020/6/23消費者物価指数年報　令和元年 2020 3 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省統計局 総務部 2020/6/26高齢者福祉対策の概要　令和2年度 2020 6 医療･介護保険局 介護保険課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉  医療･介護保険局 2020/6/29治山・林道用設計積算単価資料 令和2年度　前期（3７月） 2020 7 水循環・森林・景観環境部 森林整備課 行政資料 農林水産 農林水産一般 森林整備課 水循環・森林・景観環境部 2020/7/1高齢者の生活・介護等に関する県民調査　調査結果報告書 2020 3 福祉医療部 介護保険課 行政資料 社会福祉 高齢者福祉 奈良県 医療･介護保険局 2020/7/2土地改良事業用設計積算単価資料　令和2年7月 2020 7 食と農の振興部 農村振興課 行政資料 農林水産 農林水産一般  食と農の振興部 2020/7/2奈良県立高等学校入学者選抜概要　令和3年度 2020 7 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2020/7/8参議院議員通常選挙の記録（令和元年7月21日執行） 2020 7 その他委員会など 選挙管理委員会 行政資料 議会・選挙 議会・選挙一般  その他委員会など 2020/7/22住民基本台帳人口移動報告年報2019年（令和元年） 2020 7 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省総計局 総務部 2020/7/28令和２年度（8月）土木工事設計積算単価資料(水道局)　閲覧図書 2020 8 水道局 水道局 行政資料 建設 上下水道 奈良県水道局 水道局 2020/7/28人口推計（令和元年10月1日現在） 2020 6 国関係機関 総務省 統計資料 人口・世帯 住民基本台帳移動報告・推計人口 総務省統計局 総務部 2015/7/15青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第156号 2019 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第157号 2019 6 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28青陵　奈良県立橿原考古学研究所彙報　第158号 2019 11 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28薩摩遺跡Ⅲ　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第126冊 2020 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28勢野東遺跡　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第127冊 2020 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28奈良県文化財調査報告書　第184集　毛原廃寺(県道上笠間八幡名張線道路改良工事に伴う発掘調査報 2020 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28奈良県文化財調査報告書　第185集　茅原中ノ坊遺跡 2020 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日平城京左京三条二坊十四坪　奈良県立橿原考古学研究所調査報告第186集 2020 3 教育委員会 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28奈良県遺跡調査概報　2018年度（第二分冊） 2019 12 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28奈良県遺跡調査概報　2019年度（第一分冊） 2020 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28橿原考古学研究所年報　45　2018年度 2020 2 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28考古学論攷　第43冊　2020　橿原考古学研究所紀要 2020 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28社団法人橿原考古学協会の軌跡 2019 7 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 公益財団法人 由良大和古代文化研究協会 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28ソグド文化の源流を訪ねて（シルクロード東西文化交流研究事業報告書） 2019 3 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28出雲の青銅器祭祀から大和の前方後円墳祭祀へ（第39回　奈良県立橿原考古学研究所公開講演会　資料 2019 11 文化・教育・くらし創造部 橿原考古学研究所 行政資料 生活文化 文化財 奈良県立橿原考古学研究所 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28刀剣が語る古代国家誕生（第4回　古代歴史文化講演会） 2019 12 その他 その他団体等 行政資料 生活文化 文化財 古代歴史文化協議会（島根県古代文化センター内） 文化・教育・くらし創造部 2020/7/28令和3年度　奈良県立青翔中学校入学者選抜実施要 2020 8 教育委員会 教委学校教育課 行政資料 教育 学校教育 学校教育課 教育委員会 2020/7/29業務報告　令和元年度 2020 6 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 農林部 2020/7/30令和2年度　設計業務等標準積算基準書 2020 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土マネジメント部 奈良県土マネジメント部 2020/8/3令和2年度　土木工事標準積算基準書　電気通信編 2020 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土マネジメント部 奈良県土マネジメント部 2020/8/3令和2年度　土木工事標準積算基準書　機械編 2020 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土マネジメント部 奈良県土マネジメント部 2020/8/3令和2年度　土木工事標準積算基準書　共通編 2020 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土マネジメント部 奈良県土マネジメント部 2020/8/3令和2年度　土木工事標準積算基準書　河川編 2020 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土マネジメント部 奈良県土マネジメント部 2020/8/3令和2年度　土木工事標準積算基準書　道路編 2020 7 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県土マネジメント部 奈良県土マネジメント部 2020/8/3奈良県市町村要覧　令和２年度 2020 7 総務部 市町村振興課 行政資料 税・財政 予算・決算  2020/8/4奈良県立医科大学概要　令和2年度 2020 7 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 県関係機関 2020/8/5市場年報　令和元年度 2020 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 畜産 奈良県中央卸売市場 農林部 2020/8/5卸売市場の概要　令和２年7月 2020 7 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 農林水産 農林水産一般  農林部 2020/8/5令和２年　情報通信に関する現状報告 2020 国関係機関 総務省 行政資料 交通・運輸・通信 情報通信 総務省 総務部 2020/8/12令和2年度　こんにちは県議会です 2020 7 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2020/8/13奈良県職員録（令和2年7月21日現在） 2020 7 総務部 人事課 行政資料 総合行政 人事・組織・給与 人事課 総務部 2020/8/14令和2年度学校基本統計速報（学校基本調査の結果速報） 2020 8 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化 文部科学省総合教育政策局 総務部 2020/8/31



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日令和２年４月第３４１回臨時奈良県議会会議録 2020 4 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2020/9/8令和２年２月第３４２回定例奈良県議会会議録 2020 6 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2020/9/8第343回定例県議会提出 2020 9 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2020/9/9令和3年度教員採用試験問題及び正答例 2019 9 教育委員会 教職員課 行政資料 教育 学校教育  教育委員会 2020/9/11奈良県歳入歳出決算報告書　令和元年度 2020 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2020/10/1主要施策の成果に関する報告書（予算執行の実績報告）令和元年度 2020 9 総務部 財政課 行政資料 税・財政 予算・決算 総務部 2020/10/1令和元年度　財産に関する調書（美術品等取得基金運用状況調書 用品調達基金運用状況調書） 2020 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 公有財産 会計局 2020/10/1一般会計特別会計歳入歳出決算概要説明書　令和元年度 2020 9 会計局 会計局会計課 行政資料 税・財政 予算・決算 会計局 2020/10/1令和2年奈良県地価調査基準地価格一覧及び付近案内図 2020 9 県土マネジメント部 エネルギー・土地水資源調整課 統計資料 土地・自然 面積・土地利用・地価 地域振興部 2020/10/2奈良医学雑誌　第7１巻第1・2・3号 (Journal of NaraMedical Association) 2020 6 県関係機関 医科大学 行政資料 保健衛生 医療 奈良医学会・奈良県立医科大学 県関係機関 2020/10/7狩猟者必携（ハンターマップ）令和2年度（奈良県鳥獣保護区等位置図） 2020 10 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 林業 農業水産振興課 農林部 2020/10/21令和元2度　狩猟者必携（別冊） 2020 10 食と農の振興部 農業水産振興課 行政資料 農林水産 林業 農業水産振興課 農林部 2020/10/21職員の給与等に関する報告及び勧告　令和２年10月 2020 10 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  2020/10/22家計調査年報　令和元年　＜Ⅰ　家計収支編＞ 2020 8 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2020/10/23家計調査年報　令和元年　＜Ⅱ貯蓄・負債編＞ 2020 8 国関係機関 総務省 統計資料 経済 家計・消費 総務省統計局 総務部 2020/10/23奈良県水道用水供給事業費特別会計決算書　令和元年度 2020 水道局 水道局 行政資料 税・財政 予算・決算  2020/10/26小売物価統計調査年報　令和元年 2020 10 国関係機関 総務省 統計資料 経済 物価 総務省 総務部 2020/10/28治山・林道用設計積算単価資料 令和2年度　後期（１１月） 2020 11 水循環・森林・景観環境部 森林整備課 行政資料 農林水産 農林水産一般 森林整備課 農林部 2020/10/28令和元年度　医療法人決算届（病院） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30令和元年度　医療法人決算届（診療所№１） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30令和元年度　医療法人決算届（診療所№２） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30令和元年度　医療法人決算届（診療所№３） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30令和元年度　医療法人決算届（診療所№４） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30令和元年度　医療法人決算届（診療所№５） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30令和元年度　医療法人決算届（診療所№6） 2020 10 福祉医療部 地域医療連携課 行政資料 保健衛生 医療  福祉医療部 2020/10/30障害者白書　令和2年度版障害者白書 2020 8 国関係機関 内閣府 行政資料 社会福祉 障害者福祉  2020/10/30奈良県中央卸売市場　関係法規集 2020 6 食と農の振興部 中央卸売市場 行政資料 総記 例規/通達/法令 中央卸売市場 食と農の振興部 2020/11/2職員の給与に関する報告(月例給関係）　平成2年～平成6年 2020 11 その他委員会など 人事委員会 行政資料 総合行政 人事・組織・給与  2020/11/11奈良県民手帳　2021 2020 11 総務部 知事公室統計課 統計資料 総記(統計) その他統計資料 奈良県統計協会 総務部 2020/11/24令和２年９月第３４３回定例奈良県議会会議録 2020 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会 奈良県議会事務局 その他委員会など 2020/11/27令和２年度　県土マネジメント部建築工事等積算基準書（令和2年12月1日以降適用） 2020 12 県土マネジメント部 技術管理課 行政資料 建設 建設・都市整備一般 奈良県県土マネジメント部 県土マネジメント部 2020/12/1



資料名 発行年 発行月 組織情報1 組織情報2 資料種別 内容種別1 内容種別2 発行者名 資料提供者名 入力年月日奈良県森林技術センター研究報告　第49号 2020 7 水循環・森林・景観環境部 森林技術センター 行政資料 農林水産 林業 奈良県森林技術センター 水循環・森林・景観環境部 2020/12/1第３４４回定例県議会提出 2020 11 その他委員会など 県議会 行政資料 議会・選挙 議会  2020/12/7第70回　日本統計年鑑 2020 11 国関係機関 総務省 統計資料 総記(統計) その他統計資料  総務部 2020/12/8交通年鑑　令和元年版 2020 11 その他委員会など 警察本部 統計資料 交通・運輸・通信(統計) 道路・交通 奈良県県警本部 その他委員会など 2020/12/9令和元年度　地方教育費調査報告書（平成３０会計 2020 12 国関係機関 文部科学省 統計資料 教育 教育・文化  総務部 2020/12/11平成30年　住宅・土地統計調査報告　全国編 2020 8 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2020/12/16平成30年　住宅・土地統計調査報告　都道府県編 2020 8 国関係機関 総務省 統計資料 住宅 住宅  総務部 2020/12/16奈良県のすがた２０２０　令和元年度版　グラフと解説で見る統計ガイド 2020 12 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2020/12/18奈良県のすがた２０２０令和元年度版　グラフと解説で見る統計ガイド　概要版 2020 12 総務部 知事公室統計分析課 統計資料 総記(統計) 奈良県の統計・県勢要覧・指標 奈良県 総務部 2020/12/18水質汚濁防止法等届出事業場 令和２年3月末現在 2020 3 水循環・森林・景観環境部 環境政策課 行政資料 環境 水質汚濁  生活環境部 2021/1/6


